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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 8,521 ― 143 ― 84 ― 39 ―

20年3月期第2四半期 8,400 3.9 175 △26.7 108 △32.0 47 △47.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 2.13 ―

20年3月期第2四半期 2.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 16,525 5,880 29.9 282.36
20年3月期 16,563 5,924 30.2 281.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,934百万円 20年3月期  4,996百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 2.50 5.50
21年3月期 ― 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.50 5.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 17,300 1.3 300 △7.1 200 53.8 60 △42.9 3.78

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
 経済情勢・市場環境等の著しい変動により、予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業
績予想に関する定性的情報を参照して下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  17,768,203株 20年3月期  17,768,203株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  301,732株 20年3月期  41,296株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  17,513,656株 20年3月期第2四半期  17,729,136株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な信用収縮

が懸念される中、原油や原材料価格の高騰が企業の設備投資や個人消費など内需の低迷に波及し、国内景気は減速か

ら後退局面の色合いが強まる状況で推移いたしました。

　パッケージ業界におきましても、受注競争激化に伴う販売価格の下落や原材料価格高騰の影響から極めて厳しい経

営環境が続いております。

　このような中、当社グループは、付加価値の高いパッケージの受注をめざし、紙器専業メーカーとしての強みを生

かした企画提案型営業を推進してまいりました。

　その結果、売上高は8,521百万円（対前年同期比１.4％増）、営業利益は143百万円（対前年同期比18.2％減）、経

常利益は84百万円（対前年同期比21.9％減）、四半期純利益は39百万円（対前年同期比15.7％減）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ38百万円減少し、16,525百万円となりま

した。これは、流動資産が前連結会計年度末に比べ304百万円減少したものの、固定資産のうち有形固定資産が281百

万円増加したこと等によるものであります。

　当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ６百万円増加し、10,645百万円となりまし

た。これは、流動負債が前連結会計年度末に比べ157百万円減少したものの、固定負債が163百万円増加したことによ

るものであります。

　当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益および減価償却費等により、399百万円の増加と

なりました。これは、前年同期に比べ、228百万円の増加であります。　

　投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、558百万円の減少となりました。これは、前年同期に比

べ、43百万円の減少であります。　

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により、132百万円の減少となりました。これは、前年同期

に比べ、171百万円の減少であります。　

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、960百万円となりました。これは、前連結会計

年度末に比べ、300百万円の減少であります。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の業績予想につきましては、平成20年５月16日発表の予想から変更しております。

　詳細は、平成20年11月14日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は、

軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

②第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成18年５月17日　実務対応報告第18号）を適用しております。これによる当第２四半期連

結累計期間の損益への影響はありません。

－ 1 －



③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用し

ております。これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載しております。

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,333 1,635

受取手形及び売掛金 4,327 4,465

商品及び製品 899 852

仕掛品 443 456

原材料及び貯蔵品 497 403

その他 262 251

貸倒引当金 △7 △5

流動資産合計 7,753 8,057

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,315 2,358

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,884 1,559

有形固定資産合計 5,887 5,606

無形固定資産 98 101

投資その他の資産   

投資有価証券 2,011 2,019

その他 777 780

投資その他の資産合計 2,788 2,800

固定資産合計 8,772 8,507

資産合計 16,525 16,563



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,407 4,475

短期借入金 947 926

1年内返済予定の長期借入金 1,227 1,126

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 46 48

賞与引当金 116 101

その他 968 890

流動負債合計 7,711 7,868

固定負債   

社債 600 300

長期借入金 1,707 1,841

退職給付引当金 481 493

役員退職慰労引当金 146 137

固定負債合計 2,935 2,771

負債合計 10,645 10,639

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,151 2,151

資本剰余金 1,383 1,383

利益剰余金 935 940

自己株式 △46 △8

株主資本合計 4,422 4,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 275 280

為替換算調整勘定 237 250

評価・換算差額等合計 511 531

少数株主持分 946 928

純資産合計 5,880 5,924

負債純資産合計 16,525 16,563



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,521

売上原価 7,318

売上総利益 1,203

販売費及び一般管理費 1,059

営業利益 143

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 17

為替差益 15

その他 14

営業外収益合計 59

営業外費用  

支払利息 42

その他 76

営業外費用合計 118

経常利益 84

特別利益  

保険差益 20

特別利益合計 20

税金等調整前四半期純利益 104

法人税、住民税及び事業税 49

法人税等調整額 △10

法人税等合計 39

少数株主利益 25

四半期純利益 39



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 104

減価償却費 341

受取利息及び受取配当金 △30

支払利息 42

保険差益 △20

売上債権の増減額（△は増加） 133

たな卸資産の増減額（△は増加） △134

仕入債務の増減額（△は減少） △7

その他 △5

小計 425

利息及び配当金の受取額 35

保険金の受取額 136

利息の支払額 △43

災害損失の支払額 △100

法人税等の支払額 △54

営業活動によるキャッシュ・フロー 399

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △112

定期預金の払戻による収入 111

有形固定資産の取得による支出 △559

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △1

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △558

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 20

長期借入れによる収入 600

長期借入金の返済による支出 △633

社債の発行による収入 300

社債の償還による支出 △300

自己株式の純増減額（△は増加） △38

配当金の支払額 △44

少数株主への配当金の支払額 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300

現金及び現金同等物の期首残高 1,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 960



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・

販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。　

ｂ．所在地別セグメント情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）　

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,375 1,145 8,521 － 8,521

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 315 315 (315) －

計 7,375 1,460 8,836 (315) 8,521

営業利益 117 103 220 (77) 143

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾

３　定性的情報・財務諸表等の「４．その他」の「（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、

表示方法等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。これによる当第２四半期連結累計期間の営業

利益に与える影響は軽微であります。

４　定性的情報・財務諸表等の「４．その他」の「（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、

表示方法等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業

会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。これによる当第２四半期連結累

計期間の営業利益に与える影響はありません。

ｃ．海外売上高

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,145 1,145

Ⅱ　連結売上高（百万円） 　　　 8,521

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.4 13.4

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月 1日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　売上高  8,400

Ⅱ　売上原価  7,129

売上総利益  1,271

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,096

営業利益  175

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息 9  

２．受取配当金 18  

３．その他 15 42

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 43  

２．その他 66 109

経常利益  108

Ⅶ　特別損失   

１．役員退職金 8  

２．役員退職慰労引当金繰入額 9 16

税金等調整前中間純利益  92

法人税、住民税及び事業税 38  

法人税等調整額 △17 21

少数株主利益  24

中間純利益  47
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 92

減価償却費 368

役員退職慰労引当金の減少額 △23

受取利息及び受取配当金 △26

支払利息　 43

売上債権の増加額　 △485

たな卸資産の減少額　 41

仕入債務の増加額 234

その他　 6

小計 249

利息及び配当金の受取額 29

利息の支払額　 △45

法人税等の支払額 △62

営業活動によるキャッシュ・フロー 171

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出　 △536

定期預金の払戻による収入 332

有形固定資産の取得による支出　 △292

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の取得による支出 △13

投資有価証券の売却による収入　 5

その他 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △516

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増加額 259

長期借入れによる収入　 600

長期借入金の返済による支出　 △730

自己株式の取得・売却による支出額 △0

配当金の支払額 △53

少数株主への配当金の支払額　 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 38

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 29

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △277

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,056

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 778
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・

販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,232 1,168 8,400 － 8,400

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 317 317 (317) －

計 7,232 1,485 8,718 (317) 8,400

営業費用 7,092 1,377 8,470 (244) 8,225

営業利益 140 108 248 (73) 175

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は93百万円であり、その主なものは、当社

の総務部等管理部門に係る費用であります。

４　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、

当社および国内連結子会社は、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しました。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

なお、当社は、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産について、償却可能限度額まで償却が終了し

た翌連結会計年度から５年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。

これにより、当中間連結会計期間における営業費用は「日本」が30百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。

５　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、

国内連結子会社は、当中間連結会計期間から役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規定に

基づく中間期末要支給額を計上しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,168 1,168

Ⅱ　連結売上高（百万円）  8,400

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.9 13.9

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

アジア……中国、台湾
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