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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 13,107 ― 255 ― 146 ― 63 ―

20年3月期第3四半期 12,885 6.3 249 9.6 132 33.7 63 62.3

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3四半期 3.49 ―

20年3月期第3四半期 3.38 ―

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3四半期 17,262 5,560 26.8 282.54
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3四半期  4,623百万円 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  無  
 

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 3.27

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ください。 
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）を採用しております。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3四半期  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3四半期  1,413,713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3四半期  17,374,552株 20年3月期第3四半期  17,728,649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３四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

の影響で世界同時不況の様相を呈する中、国内景気は輸出関連企業を中心とした大幅な業績悪化の影響が様々な方面

に波及しており、景気後退に底打ち感が見えない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、原材料価格高騰の影響による原価高に加え、消費の冷え込みからパッケージの需

要も伸び悩み、受注競争の激化につながるなど、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と受注量の拡大をめざし、積極的な営業活動を

進める一方、生産設備の開発、生産技術の向上に努めてまいりました。

　その結果、売上高は13,107百万円（対前年同期比１.7％増）、営業利益は255百万円（対前年同期比2.3％増）、経

常利益は146百万円（対前年同期比1.2％増）、四半期純利益は63百万円（対前年同期比1.2％増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ699百万円増加し、17,262百万円となりま

した。これは、流動資産が前連結会計年度末に比べ636百万円増加したこと等によるものであります。

　当第３四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1,063百万円増加し、11,702百万円となりま

した。これは、流動負債が前連結会計年度末に比べ950百万円増加したことに加え、固定負債が113百万円増加したこ

とによるものであります。

　当第３四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、減価償却費および売上債権の増加等により、

78百万円の増加となりました。これは、前年同期に比べ、168百万円の減少であります。　

　投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、726百万円の減少となりました。これは、前年同期に比

べ、3百万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、短期借入金の純増加等により、534百万円の増加となりました。これは、前

年同期に比べ、348百万円の増加であります。　

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、1,122百万円となりました。これは、前連結会

計年度末に比べ、138百万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11月14日発表の予想から変更しておりません。

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、主として売価還元法または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、主として売価還元法または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３四

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３四半期連

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））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３四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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,469 1,635

受取手形及び売掛金 5,254 4,465

商品及び製品 815 852

仕掛品 434 456

原材料及び貯蔵品 472 403

その他 256 251

貸倒引当金 △8 △5

流動資産合計 8,692 8,057

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,197 2,358

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,944 1,559

有形固定資産合計 5,830 5,606

無形固定資産 96 101

投資その他の資産   

投資有価証券 1,766 2,019

その他 879 780

投資その他の資産合計 2,644 2,800

固定資産合計 8,570 8,507

資産合計 17,262 16,563



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,753 4,475

短期借入金 1,877 926

1年内返済予定の長期借入金 1,182 1,126

1年内償還予定の社債 － 300

未払法人税等 36 48

賞与引当金 41 101

その他 929 890

流動負債合計 8,818 7,868

固定負債   

社債 600 300

長期借入金 1,639 1,841

退職給付引当金 495 493

役員退職慰労引当金 151 137

固定負債合計 2,885 2,771

負債合計 11,702 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 915 940

自己株式 △158 △8

株主資本合計 4,292 4,465

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 280

為替換算調整勘定 193 250

評価・換算差額等合計 332 531

少数株主持分 937 928

純資産合計 5,560 5,924

負債純資産合計 17,262 16,563



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 13,107

売上原価 11,241

売上総利益 1,866

販売費及び一般管理費 1,612

営業利益 255

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 17

為替差益 9

その他 22

営業外収益合計 65

営業外費用  

支払利息 63

その他 110

営業外費用合計 173

経常利益 146

特別利益  

保険差益 20

特別利益合計 20

特別損失  

投資有価証券評価損 15

特別損失合計 15

税金等調整前四半期純利益 151

法人税、住民税及び事業税 67

法人税等調整額 △16

法人税等合計 51

少数株主利益 36

四半期純利益 63



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 151

減価償却費 522

受取利息及び受取配当金 △34

支払利息 63

保険差益 △20

投資有価証券評価損益（△は益） 15

売上債権の増減額（△は増加） △811

たな卸資産の増減額（△は増加） △24

仕入債務の増減額（△は減少） 323

その他 △53

小計 132

利息及び配当金の受取額 55

保険金の受取額 136

利息の支払額 △64

災害損失の支払額 △100

法人税等の支払額 △80

営業活動によるキャッシュ・フロー 78

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 122

有形固定資産の取得による支出 △735

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 △1

投資有価証券の売却による収入 1

その他 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △726

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） 952

長期借入れによる収入 800

長期借入金の返済による支出 △947

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） △149

配当金の支払額 △84

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 534

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △138

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 1,122



　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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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 11,433 1,675 13,107 － 13,107

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 545 545 (545) －

計 11,433 2,219 13,652 (545) 13,107

営業利益 238 140 378 (123) 255

　（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３四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））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３四半期連結累計

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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）　

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,675 1,675

Ⅱ　連結売上高（百万円） 　　　 13,107

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.8 12.8

　（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

－ 1 －



（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　当第３四半期連結会計期間末の株主資本は、前連結会計年度末に比べ、174百万円減少しました。その主なも

のは、平成20年３月28日の取締役会決議に基づき自己株式を38百万円、平成20年12月17日の取締役会決議に基

づき自己株式を111百万円取得したことによるものであります。

－ 2 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）(要約)四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 12,885

Ⅱ　売上原価 10,971

売上総利益 1,913

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,665

営業利益 249

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息・配当金 31

２　その他　　 19

営業外収益合計　 49

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息　 65

２　その他　 101

営業外費用合計　 166

経常利益 132

Ⅵ　特別損失 16

税金等調整前四半期純利益 116

税金費用 24

少数株主利益 30

四半期純利益 63
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（２）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31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 116

　減価償却費 559

　役員退職慰労引当金の減少額　 △19

　受取利息及び受取配当金 △31

　支払利息 65

　売上債権の増加額 △949

　たな卸資産の減少額 69

　仕入債務の増加額 646

　その他 △107

小計 349

　利息及び配当金の受取額 48

　利息の支払額 △68

法人税等の支払額 △83

営業活動によるキャッシュ・フロー 246

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 △816

　定期預金の払出による収入 583

　有形固定資産の取得による支出 △419

　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 △61

　投資有価証券の売却による収入 5

　その他 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △723

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 509

　長期借入れによる収入 900

　長期借入金の返済による支出 △1,084

　自己株式の取得・売却による支出額 △1

　配当金の支払額 △102

　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 186

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △292

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四半期末残高 764

－ 4 －
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