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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 9,162 ― 102 ― 211 ― 202 ―

20年3月期第2四半期 8,949 5.3 162 △50.4 284 △32.6 85 △63.1

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 22.82 ―

20年3月期第2四半期 9.44 ―

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 16,828 9,101 54.1 1,037.21
20年3月期 16,640 9,093 54.6 1,016.58

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,101百万円 20年3月期  9,093百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

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 18,200 0.3 400 46.3 610 24.8 430 125.1 49.00

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  有  

[（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(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、５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．平成２０年５月１５日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後の様々な要因
によって大きく異なることがあります。上記に係る事項は添付資料の４ページをご参照ください。 
３．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。 
なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成２０年８月７日 内閣府令第５０号）附則第７
条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  9,328,000株 20年3月期  9,328,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  552,828株 20年3月期  383,294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  8,868,368株 20年3月期第2四半期  9,087,401株
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（参考） 
  平成21年３月期の個別業績予想（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) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

   

※ 業績予想の適切な利用に関する説明 

 上記の業績予想の記述は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後

の様々な要因によって大きく異なることがあります。 

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 17,700 2.9 350 44.9 600 34.2 290 78.6 33 05
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な資源価格の高騰に加え、円高による輸出の
鈍化、設備投資の減少等、企業の収益環境は厳しさを増し、その影響は雇用や消費マインドの冷え込みに
もおよび、景気の減速が一段と鮮明になってまいりました。 
 このような経済環境の下、当社グループは、業務の効率化、コストの削減および顧客満足の質向上の推
進により業績の向上を図り、企業価値の増大に向け取り組んでまいりました。その結果、当第２四半期連
結累計期間の売上高は91億62百万円（前年同期比2.4％増）となりましたが、原油、原材料価格の高騰等
により、営業利益１億２百万円（前年同期比37.1％減）、経常利益２億11百万円（前年同期比25.6％減）
となりました。また、海外連結子会社において繰延税金資産を新たに認識したことによる法人税等の負担
減少等により、四半期純利益は２億２百万円（前年同期比135.7％増）となりました。 
 
 売上高の販売部門別状況は次のとおりであります。 
＜包装関連資材製造販売業＞ 
〔パルプモウルド部門〕 
 畜産分野では需要の低迷等により、減収となりました。農業分野では、りんご用、梨用等のトレーが前
年を上回り、増収となりました。また育苗関連では、苺用、トマト用で増加しましたが、水稲用、野菜用
が減収となりました。工業品分野では、医療機器向けや事務機器向けで増収となりましたが、住宅設備関
連向けや家電向けが減収となりました。この結果、パルプモウルド部門合計の売上高は31億61百万円（前
年同期比1.5％増）となりました。 
〔樹脂部門〕 
 フィルム分野では、食品トレー向けＰＳフィルムの需要回復およびアジア向け輸出が増加し、増収とな
りました。キャストフィルムは、電子材料向けフィルムの拡販により増収となりました。これらによりフ
ィルム分野合計では増収となりました。樹脂袋分野では、拡販活動と提案強化が功を奏し、増収となりま
した。この結果、樹脂部門合計の売上高は18億50百万円（前年同期比10.5％増）となりました。 
〔紙袋部門〕 
 紙袋部門は、新製品開発および提案営業に注力するとともに品質要求高度化への対応に取り組み、製品
価格改定に努めました。しかしながら、主要需要先である石油化学工業分野および食品関連分野において
減収となりました。この結果、紙袋部門の売上高は９億29百万円（前年同期比2.7％減）となりました。 
〔海外部門〕 
 紙袋分野では、アジアにおいて提案活動を推進した結果、増収となりました。樹脂袋分野では、プラス
チックレジン向け新規顧客獲得に成功し、増収となりました。この結果、原材料高騰に伴う製品価格改定
と相俟って、海外部門合計の売上高は外貨建では増収となりましたが、円高により円貨換算では14億72百
万円（前年同期比1.6％減）となりました。 
〔段ボール部門〕 
 工業分野では、景況感の急速な悪化による個人消費の低迷などにより、需要減退が見られましたが、既
存および新規顧客への拡販が奏功し、増収となりました。農業分野では、恵まれた天候による生産量の拡
大と販売促進強化に努めたことにより、増収となりました。この結果、昨年来の価格改定の浸透もあり、
段ボール部門合計の売上高は13億71百万円（前年同期比10.8％増）となりました。 
＜その他の事業＞ 
 競争激化の中、新規開拓等に鋭意努力しましたが、その他の事業合計の売上高は３億77百万円（前年同
期比19.8％減）となりました。 
  
  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より１億87百万円増加し、168億28百万円
となりました。 
 流動資産については、たな卸資産が増えましたが、主に受取手形及び売掛金が減少し、前連結会計年度
末に比べ27百万円減少しております。固定資産については、主に投資有価証券の増加や、繰延税金資産の
増加により前連結会計年度末に比べ２億15百万円増加しております。 
 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は77億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億79百万円
の増加になりました。流動負債については、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べ１億
89百万円増加しております。固定負債については、前連結会計年度末に比べ10百万円減少しております。
 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は91億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ８百万円の
増加となりました。 
 
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フロー計算書） 
  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度
末に比べ94百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には13億29百万円となりました。 
 当第２四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
 
   （営業活動におけるキャッシュ・フロー） 
   営業活動における資金収入は、棚卸資産の増加がありましたが、税金等調整前四半期純利益が 
 １億30百万円となり、減価償却費の増加等により、９億16百万円となりました。 
     
    （投資活動によるキャッシュ・フロー) 
  投資活動による資金支出は、有形固定資産の取得および投資有価証券の取得による支出等によ 
 り、６億93百万円となりました。 
 
    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動による資金支出は、自己株式の取得および配当金の支払等により、１億20百万円とな 
 りました。 
  
  

  

今後につきましては、米国の金融市場の混乱が世界経済に波及し、輸出関係を中心に我が国の経済に影
響を及ぼすことが懸念されます。当社グループといたしましても、需要の減退、原材料価格及び為替動向
等の影響を受けることが予想されます。 
 第２四半期連結累計期間の業績と上記の状況を考慮し、平成21年３月期の業績予想につきましては、平
成20年５月15日発表の数値について、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を修正し、売上高182億
円、営業利益４億円、経常利益６億10百万円、当期純利益４億30百万円を見込んでおります。 
また、個別の業績予想につきましては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を修正し、売上高

177億円、営業利益３億50百万円、経常利益６億円、当期純利益２億90百万円を見込んでおります。 
  
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当はありません。 
  

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 
 
 ②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測
やタックスプランニングを利用する方法によっております。 
  

  

①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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一
部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きに
より、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 
  
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   製品及び仕掛品の評価については、従来、売価還元原価法によっておりましたが、第１四半期連結
会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会
計基準第９号）が適用されることに伴い、原価計算制度を導入したため、単純総合原価計算による月別
総平均法に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合に比し、当第２四半期連結累
計期間の営業利益及び経常利益は500千円減少し、税金等調整前四半期純利益は35,544千円減少してお
ります。 
  また、製品および仕掛品、原材料、商品について、従来、原価法によっておりましたが、「棚卸資
産の評価に関する会計基準」が適用されることに伴い、月別総平均法による原価法（貸借対照表価額に
ついては収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更により、従来の方法に
よった場合に比し、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は41,811千円、税金等調整前四
半期純利益は77,907千円減少しております。 
 
  ③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の適用 
 「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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。これによ
り当第２四半期連結累計期間の四半期純利益は134,812千円増加しております。   
 
 ④「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計
期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 
 なお、これによる損益への影響はありません。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。なお、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き続き採用しております。 
  

  

  

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)

(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

(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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

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 1,571,291 1,546,603

受取手形及び売掛金 4,306,829 4,423,401

商品及び製品 617,570 635,590

原材料及び貯蔵品 772,196 661,292

仕掛品 160,325 153,483

その他 259,148 294,714

貸倒引当金 △16,338 △16,288

流動資産合計 7,671,024 7,698,797

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,499,073 2,518,782

機械装置及び運搬具（純額） 2,790,070 2,928,977

その他（純額） 1,892,475 1,700,005

有形固定資産合計 7,181,619 7,147,765

無形固定資産 134,235 113,855

投資その他の資産   

投資有価証券 935,430 813,093

その他 910,741 871,553

貸倒引当金 △4,585 △4,589

投資その他の資産合計 1,841,587 1,680,058

固定資産合計 9,157,442 8,941,678

資産合計 16,828,466 16,640,476

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,399,131 3,374,122

短期借入金 746,752 734,183

未払法人税等 69,330 －

賞与引当金 229,034 224,653

その他 1,105,199 1,026,496

流動負債合計 5,549,448 5,359,455

固定負債   

長期借入金 836,749 793,743

退職給付引当金 1,035,655 1,028,776

役員退職慰労引当金 165,323 157,519

その他 139,587 207,942

固定負債合計 2,177,315 2,187,981

負債合計 7,726,763 7,547,436
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,395 345,388

利益剰余金 8,510,846 8,371,121

自己株式 △275,589 △177,702

株主資本合計 9,047,052 9,005,207

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 215,984 264,143

為替換算調整勘定 △161,335 △176,311

評価・換算差額等合計 54,649 87,831

純資産合計 9,101,702 9,093,039

負債純資産合計 16,828,466 16,640,476
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 9,162,315

売上原価 7,531,231

売上総利益 1,631,084

販売費及び一般管理費 1,528,753

営業利益 102,330

営業外収益  

受取利息 3,854

受取配当金 7,816

受取賃貸料 103,424

その他 31,534

営業外収益合計 146,629

営業外費用  

支払利息 14,784

不動産賃貸費用 9,101

為替差損 2,544

売上割引 5,808

その他 4,914

営業外費用合計 37,153

経常利益 211,807

特別損失  

たな卸資産評価損 71,140

固定資産除却損 9,892

特別損失合計 81,032

税金等調整前四半期純利益 130,774

法人税、住民税及び事業税 78,319

法人税等調整額 △149,883

法人税等合計 △71,563

四半期純利益 202,338
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 130,774

減価償却費 505,091

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,381

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,879

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,804

受取利息及び受取配当金 △11,670

支払利息 14,784

為替差損益（△は益） 12,566

固定資産除却損 9,892

売上債権の増減額（△は増加） 132,463

たな卸資産の増減額（△は増加） △153,609

たな卸資産評価損 71,140

前払年金費用の増減額（△は増加） 12,932

仕入債務の増減額（△は減少） △1,249

その他 170,374

小計 912,601

利息及び配当金の受取額 10,646

利息の支払額 △14,401

法人税等の還付額 23,578

法人税等の支払額 △15,978

営業活動によるキャッシュ・フロー 916,447

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 △197,038

定期預金の払戻による収入 267,000

有形固定資産の取得による支出 △537,237

無形固定資産の取得による支出 △23,091

投資有価証券の取得による支出 △203,112

貸付けによる支出 △10,250

貸付金の回収による収入 9,669

その他 628

投資活動によるキャッシュ・フロー △693,432

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） △6,401

長期借入れによる収入 227,780

長期借入金の返済による支出 △181,074

自己株式の売却による収入 36

自己株式の取得による支出 △97,916

配当金の支払額 △62,509

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,650

現金及び現金同等物の期首残高 1,234,603

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,329,253
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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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」 (平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表を早期に適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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） 
 事業の種類として「包装関連資材製造販売業」及び「その他の事業」に区分しておりますが、全セグ
メントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計に占める「包装関連資材製造販
売業」の割合がいずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており
ます。 
  
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) 

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・マレーシア・シンガポール・中国 

  

 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) 

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア・・・マレーシア・シンガポール・タイ・中国・韓国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(千円)

アジア
（千円）

計(千円)
消去又は全社

(千円)
連結(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,639,427 1,522,888 9,162,315 ― 9,162,315

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

48,399 28,106 76,506 (76,506) ―

計 7,687,827 1,550,994 9,238,821 (76,506) 9,162,315

営業利益 412,509 152,774 565,284 (462,953) 102,330

アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,609,675 1,609,675

Ⅱ 連結売上高（千円） ― 9,162,315

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

17.6 17.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 1.前年同四半期に関する財務諸表等 

  （要約）中間連結損益計算書 

 
  

「参考」

科  目

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)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 8,949

Ⅱ 売上原価 7,189

   売上総利益 1,760

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,597

   営業利益 162

Ⅳ 営業外収益 166

Ⅴ 営業外費用 44

   経常利益 284

Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 151

   税金等調整前四半期純利益 136

   税金費用 50

   四半期純利益 85
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(百万円未満切捨て)
 2. 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） 
 (1) 個別経営成績(累計) 

(％表示は対前年同四半期増減率)

 
  

 
  
 (2) 個別財政状態 

 
  
（注）１ 四半期個別財務諸表は法定開示によるレビュー対象ではありません。 

   ２ 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い、四半期財務諸表を作成しております。 

  

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 8,731 ― 80 ― 207 ― 72 ―

20年3月期第2四半期 8,422 5.0 150 △52.1 278 △35.2 80 △66.7

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 8 20 ―
20年3月期第2四半期 8 91 ―

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 15,419 8,254 53.5 940 63

20年3月期 15,482 8,390 54.2 938 00
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