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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 12,762 ― 1,044 ― 1,058 ― 586 ―
20年3月期第3四半期 12,308 9.6 1,178 19.0 1,196 19.0 676 12.9

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3四半期 94.43 ―
20年3月期第3四半期 107.57 ―

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 14,595 10,261 70.3 1,652.77
20年3月期 13,903 10,098 72.6 1,626.57

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,261百万円 20年3月期  10,098百万円

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 ― 33.00 ― 33.00 66.00
21年3月期 ― 33.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 33.00 66.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 17,000 6.0 1,431 2.6 1,439 1.5 817 2.2 131.67

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、３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) 発行済株式数（普通株式） 

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  6,300,000株 20年3月期  6,300,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  91,369株 20年3月期  91,358株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  6,208,635株 20年3月期第3四半期  6,254,354株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気悪化が進むなか為替市場における円高の影
響を受け、輸出や生産の大幅な減少、雇用情勢の急速な悪化、消費の低迷など、先行きは一段と厳しさが
増してきております。 
 当軟包装資材業界におきましては、原油価格が急激に下落したものの、原油価格高騰時の影響によるコ
スト高要因は依然続いており、業界各社における利益確保はさらに厳しい状況が続いております。 
 このような状況のなか、当社のビジネスモデルである包装フィルムと充填機械を提供する体制のもと、
海外展開を含め液体充填システムを食品業界から洗剤・化粧品業界まで積極的な営業活動に取り組んでま
いりました。 
 その結果、売上高は127億62百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は10億44百万円（同11.4％減）、
経常利益は10億58百万円（同11.5％減）、四半期純利益は５億86百万円（同13.3％減）となりました。 
  

 [包装フィルム部門] 

 包装フィルム部門につきましては、季節商品となる鍋スープ関連商品等が順調に推移するなか、非食品
分野である化粧品・健康食品関連商品、北米に向けた輸出商品の受注に注力いたしました。一方、製品に
対応した生産体制の整備、生産効率の向上や徹底したコスト削減等に取り組み、収益の強化に努めまし
た。 
 その結果、包装フィルム部門の売上高は119億52百万円（前年同期比7.4％増）となりました。 
  

 [包装機械部門] 

 包装機械部門につきましては、世界最大級の国際総合包装展のひとつであるシカゴパックに出展するほ
か、既存顧客を中心に保守メンテナンスを通じた需要の掘り起こしを行うなど、積極的な営業展開に注力
いたしましたが、主力である食品業界の設備投資動向は依然慎重であり、低調な引き合いが続いた影響か
ら、前年同期の売上げを下回りました。 
 その結果、包装機械部門の売上高は８億10百万円（前年同期比31.4％減）となりました。 
  

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ６億92百万円（前事業年度末比5.0％）増加
し、145億95百万円となりました。 
 流動資産は、前事業年度末に比べ８億77百万円（同9.8％）増加し、97億95百万円となりました。主た
る増加要因としては、営業活動の拡大等により受取手形及び売掛金が８億２百万円増加、たな卸資産が２
億16百万円増加したことと、現金及び預金が１億１百万円減少したこと等によるものです。 
 固定資産は、前事業年度末に比べ１億85百万円（同3.7％）減少し、48億円となりました。主たる減少
要因としては、建物・機械及び装置の減価償却費が建物・機械及び装置の取得を上回り前事業年度末と比
べ２億円減少したこと等によるものです。 
 負債合計は、前事業年度末に比べ５億29百万円（同13.9％）増加し、43億33百万円となりました。主た
る増加要因としては、営業活動の拡大等により買掛金が５億78百万円増加、未払金が１億58百万円増加し
たことと、未払法人税等が２億19百万円減少、賞与引当金が１億１百万円減少したこと等によるもので
す。 
 純資産合計は、102億61百万円（前事業年度末の純資産合計は100億98百万円）となりました。主たる増
加要因としては、業績が拡大したこと等に伴い、利益剰余金が１億76百万円増加したことと、その他有価
証券評価差額金が13百万円減少したこと等によるものです。 
 この結果、自己資本比率は前事業年度末の72.6％から2.3ポイント下降し70.3％となり、１株当たり純
資産額は、1,652円77銭となりました。 
  

 (キャッシュ・フローについて)  

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収
入が５億74百万円ありましたが、投資活動による支出が６億14百万円、財務活動による支出が３億65百万
円あったことにより、前年同期末に比べ４億76百万円の増加になり、当第３四半期会計期間末には16億31
百万円（前年同期末比41.2％増）となりました。 
 当第３四半期累計期間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。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)  

 当第３四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は５億74百万円（前年同期比25.0％減）と
なりました。 
 これは主に、売上債権の増加額８億２百万円、法人税等の支払額６億14百万円、たな卸資産の増加額２
億16百万円、賞与引当金の減少額１億１百万円があったものの、税引前四半期純利益が10億22百万円、仕

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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入債務の増加額５億78百万円、減価償却費４億48百万円、その他の流動負債の増加額２億45百万円等によ
るものであります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動の結果使用した資金は６億14百万円（同4.7％減）となりました。 
 これは主に、定期預金の預入れによる支出30億14百万円があったことや、定期預金の払戻による収入27
億11百万円、本社新工場生産設備等の有形固定資産の取得による支出３億４百万円等によるものでありま
す。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 財務活動の結果使用した資金は３億65百万円（同35.9％減）となりました。 
 これは、資金使途として配当金の支払額３億65百万円等によるものであります。 
  

  

現時点において、平成20年５月12日付「平成20年３月期 決算短信(非連結)」記載の通期予想を変更し
ておりません。 
  
  

該当事項はありません。 
  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月
14日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期会計期間から適用しております。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。 

  
②「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）を第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半
期純利益が16,797千円それぞれ減少しております。 

  

当社は、従来、退職給付制度として厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採
用しておりました。このうち、適格退職年金制度については確定企業年金法に基づく確定給付年金制
度の許可を厚生労働省に申請し、平成20年10月１日付で同制度へ変更しております。 
なお、当第３四半期累計期間において、本変更による影響はありません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

(3) 追加情報
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,742,454 2,844,244

受取手形及び売掛金 5,184,405 4,382,313

製品 1,121,355 971,223

原材料 132,250 119,775

仕掛品 441,855 387,962

その他 179,077 218,248

貸倒引当金 △6,221 △6,135

流動資産合計 9,795,177 8,917,631

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,754,827 1,840,727

機械及び装置（純額） 1,130,307 1,244,688

土地 1,049,553 1,048,605

その他（純額） 338,460 283,157

有形固定資産合計 4,273,148 4,417,179

無形固定資産 158,220 186,638

投資その他の資産   

その他 396,205 415,421

貸倒引当金 △27,499 △33,707

投資その他の資産合計 368,706 381,713

固定資産合計 4,800,075 4,985,531

資産合計 14,595,252 13,903,163
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,193,301 2,614,933

未払法人税等 97,501 316,858

賞与引当金 111,100 212,800

役員賞与引当金 9,000 12,000

その他 733,261 480,088

流動負債合計 4,144,164 3,636,681

固定負債   

退職給付引当金 124,405 103,748

役員退職慰労引当金 65,195 63,933

その他 35 －

固定負債合計 189,636 167,681

負債合計 4,333,800 3,804,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,408,600 2,408,600

資本剰余金 2,896,075 2,896,075

利益剰余金 5,175,507 4,998,935

自己株式 △208,803 △208,776

株主資本合計 10,271,379 10,094,833

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,927 3,965

評価・換算差額等合計 △9,927 3,965

純資産合計 10,261,452 10,098,799

負債純資産合計 14,595,252 13,903,163
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 12,762,327

売上原価 9,859,681

売上総利益 2,902,645

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 397,647

貸倒引当金繰入額 968

役員報酬 88,883

役員賞与引当金繰入額 9,000

給料及び手当 420,624

賞与 97,320

賞与引当金繰入額 45,420

退職給付費用 43,223

役員退職慰労引当金繰入額 3,312

福利厚生費 72,685

旅費及び交通費 74,079

賃借料 127,938

消耗品費 52,014

減価償却費 109,407

その他 315,945

販売費及び一般管理費合計 1,858,472

営業利益 1,044,172

営業外収益  

受取利息 7,495

受取配当金 5,811

仕入割引 171

受取補償金 9,318

雑収入 9,098

営業外収益合計 31,895

営業外費用  

売上割引 1,486

支払補償費 10,695

雑損失 5,654

営業外費用合計 17,836

経常利益 1,058,231

特別損失  

固定資産売却損 37

固定資産除却損 34,877

役員退職慰労金 1,050

特別損失合計 35,964

税引前四半期純利益 1,022,267

法人税、住民税及び事業税 388,795

法人税等調整額 47,128

法人税等合計 435,924

四半期純利益 586,342
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 1,022,267

減価償却費 448,743

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,121

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,262

受取利息及び受取配当金 △13,306

投資事業組合運用損益（△は益） 1,442

有形固定資産売却損益（△は益） 37

有形固定資産除却損 18,969

無形固定資産除却損 15,039

売上債権の増減額（△は増加） △802,091

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,500

仕入債務の増減額（△は減少） 578,367

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,289

その他の流動資産の増減額（△は増加） △23,879

その他の流動負債の増減額（△は減少） 245,887

その他の固定負債の増減額（△は減少） 35

その他 6,207

小計 1,176,027

利息及び配当金の受取額 13,161

法人税等の支払額 △614,377

営業活動によるキャッシュ・フロー 574,811

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 △3,014,508

定期預金の払戻による収入 2,711,008

貸付金の回収による収入 1,256

有形固定資産の取得による支出 △304,100

無形固定資産の取得による支出 △1,916

投資有価証券の取得による支出 △5,899

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △614,169

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △365,904

自己株式の取得による支出 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △365,931

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405,289

現金及び現金同等物の期首残高 2,037,244

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,631,954

大成ラミック㈱(4994)平成21年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

－7－



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。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 
 該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
 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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」

前第３四半期損益計算書

前第３四半期会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 12,308,429 100.0

Ⅱ 売上原価 9,327,62275.8

   売上総利益 2,980,80724.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,802,52614.6

   営業利益 1,178,2819.6

Ⅳ 営業外収益 22,750 0.2

Ⅴ 営業外費用 4,697 0.1

   経常利益 1,196,3349.7

Ⅵ 特別利益 375 0.0

Ⅶ 特別損失 28,743 0.2

   税引前第３四半期(当期)純利益 1,167,9659.5

   法人税、住民税及び事業税 440,326

   法人税等調整額 51,593 491,9194.0

   第３四半期(当期)純利益 676,0465.5
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前第３四半期キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税引前第３四半期(当期)純利益 1,167,965

  減価償却費 502,255

  貸倒引当金の増減額(減少:△) 3,206

  賞与引当金の増減額(減少:△) △94,400

  役員賞与引当金の増減額(減少:△) △13,417

  退職給付引当金の増減額(減少:△) △1,180

  役員退職慰労引当金の増減額(減少:△) △5,362

  受取利息及び受取配当金 △9,226

  投資事業組合運用損益(運用益:△) 252

  有形固定資産売却益 △375

  有形固定資産売却損 106

  有形固定資産除却損 13,997

  売上債権の増減額(増加:△) △603,414

  たな卸資産の増減額(増加:△) △164,989

  仕入債務の増減額(減少:△) 445,589

  未払消費税等の増減額(減少:△) 16,705

  その他の流動資産の増減額(増加:△) △28,042

  その他の流動負債の増減額(減少:△) 94,794

  その他の固定負債の増減額(減少:△) △3,144

  その他の営業活動によるキャッシュ・フロー △2,068

小計 1,319,252

  利息及び配当金の受取額 8,893

  法人税等の支払額 △561,380

  営業活動によるキャッシュ・フロー 766,765

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 △2,813,505

  定期預金の払戻による収入 2,812,005

  貸付金の回収による収入 1,360

  有形固定資産の取得による支出 △630,600

  無形固定資産の取得による支出 △7,494

  投資有価証券の取得による支出 △5,763

  その他の投資活動によるキャッシュ・フロー △446

  投資活動によるキャッシュ・フロー △644,444

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  配当金の支払額 △362,418

  自己株式取得による支出 △208,501

  財務活動によるキャッシュ・フロー △570,919

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△) △448,598

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,604,272

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)残高 1,155,673
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生産、受注及び販売の状況 

当第３四半期会計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
（第３四半期） 

 
(注) １．上記の金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

  
当第３四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。 
（９ヵ月間通算） 

 
(注) １．上記の金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

  

当第３四半期会計期間における製品仕入実績は、次のとおりであります。 
（第３四半期） 

 
(注)上記の金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  
当第３四半期累計期間における製品仕入実績は、次のとおりであります。 
（９ヵ月間通算） 

 
(注)上記の金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

区 分 生産高(千円) 前年同期比(％)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,107,306 107.2

ラミネート汎用品 808,652 119.3

その他 57,559 87.0

計 3,973,518 109.1

包
装
機
械

包装機械 64,741 36.5

その他 123,697 79.6

計 188,438 56.6

合 計 4,161,956 104.7

区 分 生産高(千円) 前年同期比(％)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 9,382,308 107.4

ラミネート汎用品 2,105,327 108.8

その他 193,726 89.2

計 11,681,361 107.3

包
装
機
械

包装機械 383,986 63.0

その他 414,843 77.8

計 798,829 69.9

合 計 12,480,191 103.7

(2) 製品仕入実績

区 分 製品仕入高(千円) 前年同期比(％)

汎用フィルム 123,443 97.7

合 計 123,443 97.7

区 分 製品仕入高(千円) 前年同期比(％)

汎用フィルム 393,564 107.7

合 計 393,564 107.7

大成ラミック㈱(4994)平成21年３月期　第３四半期決算短信(非連結)

－10－



当第３四半期会計期間における受注実績は、次のとおりであります。 
（第３四半期） 

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

  
当第３四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。 
（９ヵ月間通算） 

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

  

当第３四半期会計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
（第３四半期） 

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

５．輸出については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

６．主要顧客については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

(3) 受注実績

区 分 受注高(千円) 前年同期比(％)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,040,061 109.9

ラミネート汎用品 704,573 101.0

その他 207,096 94.1

計 3,951,731 107.3

包
装
機
械

包装機械 134,988 63.0

その他 128,820 63.0

計 263,808 63.0

合 計 4,215,539 102.8

区 分 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 9,351,843 108.7 1,926,598 116.5

ラミネート汎用品 2,134,687 108.3 202,586177.9

その他 670,445 96.3 92,881 99.2

計 12,156,977 107.9 2,222,066 119.4

包
装
機
械

包装機械 459,269 63.8 104,546 56.3

その他 450,130 71.0 63,508 54.7

計 909,400 67.2 168,055 55.7

合 計 13,066,377 103.5 2,390,121 110.5

(4) 販売実績

区 分 販売高(千円) 前年同期比(％)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 2,994,355 108.6

ラミネート汎用品 791,459 109.6

その他 204,425 98.3

計 3,990,239 108.2

包
装
機
械

包装機械 114,981 49.2

その他 124,924 75.6

計 239,906 60.1

合 計 4,230,145 103.5
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当第３四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。 
（９ヵ月間通算） 

 
(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

５．輸出については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

６．主要顧客については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

区 分 販売高(千円) 前年同期比(％)

包
装
フ
ィ
ル
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 9,251,336 108.3

ラミネート汎用品 2,042,608 105.1

その他 658,134 102.4

計 11,952,080 107.4

包
装
機
械

包装機械 369,755 58.5

その他 440,492 80.1

計 810,247 68.6

合 計 12,762,327 103.7
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