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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 13,737 ― 114 ― 215 ― 178 ―

20年3月期第3四半期 13,698 5.8 231 ― 440 ― 178 ―

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 20.22 ―

20年3月期第3四半期 19.62 ―

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 17,169 8,824 51.4 1,015.00
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3四半期  8,824百万円 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 17,700 △2.4 170 △37.8 330 △32.5 270 41.3 30.70

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11月14日に公表いたしました連結業績予想を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3四半期  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3四半期  633,850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3四半期  8,822,795株 20年3月期第3四半期  9,076,264株



（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 16,800 △2.4 170 △29.6 330 △26.2 140 △13.8 15 92
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安に端を発する急激な円高、株価下落
等が進行し、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、景気後退が鮮明となりました。 
 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、海外需要の減少
等で、当第３四半期連結累計期間の売上高は137億37百万円となりましたが、原材料価格の高止まりや円
高等もあり、営業利益１億14百万円、経常利益２億15百万円となりました。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１億78百万円
となりました。 
  
  
包装関連資材製造販売業における製商品別の業績は、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、梨用、デコポン用等のトレーが
前年を上回り、増収となりました。工業品分野では、医療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46億83百万円となり
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等で、増収となりました。キャストフィル
ムは、電子材料向け及び衛生材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29億４百万円となりました。 
〔紙袋部門〕 
 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14億16百万円となりました。 
〔海外部門〕 
 紙袋分野、樹脂袋分野ともに、アジアにおいて提案活動を推進しましたが、秋口からの急激な需要減や
円高により、減収となりました。この結果、海外部門の売上高は19億89百万円となりました。 
〔段ボール〕 
 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、昨
年来の価格改定の浸透もあり、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、段ボール部門合計の売上高は22億35百万
円となりました。 
＜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５億８百万円となりま
した。 
  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より５億29百万円増加し、171億69百万円
となりました。 
 流動資産については、年度末が金融機関の休日のため、受取手形及び売掛金が増加し、また、棚卸資産
の増加もあり、前連結会計年度末に比べ４億88百万円増加しております。固定資産については、主に繰延
税金資産の増加により前連結会計年度に比べ41百万円増加しております。 
 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は83億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億97百万円
の増加になりました。流動負債については、支払手形及び買掛金の増加、借入金の増加等により、前連結
会計年度末に比べ９億９百万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１億11
百万円減少しております。 
 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、配当金の支払及び保有株式の株価の下落による有価証券
評価差額金の減少により、88億24百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億68百万円の減少となりまし
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３四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１億84百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末には14億18百万円となりました。 
 当第３四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、売上債権の増加及び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１億34百万円となり、減価償却費及び仕入債務の増加等により、９億69百万円となりました。
  
（投資活動におけるキャッシュ・フロー） 
 投資活動による資金支出は、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出等により、９億60百万円
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収入は、自己株式の取得及び配当金の支払等がありましたが、借入金の増加により
２億19百万円となりました。 
  
  

  

米国に端を発した金融市場の混乱が、世界の実体経済に影響を及ぼし、企業業績、設備投資、個人消費
等の経済指標は総じて悪化しております。この様な経済環境の中、当社グループも、取引先の需要の減
退、生産調整等の影響を受け、加えて急激な円高による為替差損も発生しております。 
上記の状況等を考慮し、第４四半期においても同様の厳しい状況が見込まれることから、平成20年11月

14日に公表した、平成21年３月期の通期の業績予想を修正しております。 
  
  

  

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３四半期連結累計
期間の営業利益及び経常利益は8,270千円減少し、税金等調整前四半期純利益は43,314千円減少してお
ります。 
 また、製品及び仕掛品、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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は42,258千円、税金等調整前四半期
純利益は78,354千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３四半期連結累計期間の四半期純利益は134,191千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軽微であります。 
 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 1,660,726 1,546,603

受取手形及び売掛金 4,718,571 4,423,401

商品及び製品 620,995 635,590

原材料及び貯蔵品 778,888 661,292

仕掛品 163,982 153,483

その他 259,856 294,714

貸倒引当金 △16,073 △16,288

流動資産合計 8,186,947 7,698,797

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,446,577 2,518,782

機械装置及び運搬具（純額） 2,650,508 2,928,977

その他（純額） 2,029,747 1,700,005

有形固定資産合計 7,126,833 7,147,765

無形固定資産 132,629 113,855

投資その他の資産   

投資有価証券 765,439 813,093

その他 962,634 871,553

貸倒引当金 △4,607 △4,589

投資その他の資産合計 1,723,467 1,680,058

固定資産合計 8,982,930 8,941,678

資産合計 17,169,878 16,640,476
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（単位：千円）

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 3,746,043 3,374,122

短期借入金 1,245,438 734,183

賞与引当金 118,657 224,653

その他 1,158,708 1,026,496

流動負債合計 6,268,848 5,359,455

固定負債   

長期借入金 747,672 793,743

退職給付引当金 1,020,936 1,028,776

役員退職慰労引当金 169,157 157,519

その他 138,742 207,942

固定負債合計 2,076,508 2,187,981

負債合計 8,345,357 7,547,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,406 345,388

利益剰余金 8,425,479 8,371,121

自己株式 △318,002 △177,702

株主資本合計 8,919,283 9,005,207

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 113,282 264,143

為替換算調整勘定 △208,045 △176,311

評価・換算差額等合計 △94,762 87,831

純資産合計 8,824,520 9,093,039

負債純資産合計 17,169,878 16,640,476
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 13,737,604

売上原価 11,312,435

売上総利益 2,425,168

販売費及び一般管理費 2,310,950

営業利益 114,217

営業外収益  

受取利息 7,327

受取配当金 12,832

受取賃貸料 157,791

その他 46,556

営業外収益合計 224,508

営業外費用  

支払利息 25,175

不動産賃貸費用 13,650

為替差損 69,741

売上割引 8,629

その他 6,358

営業外費用合計 123,555

経常利益 215,170

特別利益  

貸倒引当金戻入額 197

特別利益合計 197

特別損失  

たな卸資産評価損 71,140

固定資産除却損 9,916

特別損失合計 81,057

税金等調整前四半期純利益 134,310

法人税、住民税及び事業税 50,564

法人税等調整額 △94,652

法人税等合計 △44,087

四半期純利益 178,397
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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 134,310

減価償却費 777,620

貸倒引当金の増減額（△は減少） △197

賞与引当金の増減額（△は減少） △105,995

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,839

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,638

受取利息及び受取配当金 △20,160

支払利息 25,175

為替差損益（△は益） 53,652

固定資産除却損 9,916

売上債権の増減額（△は増加） △300,116

たな卸資産の増減額（△は増加） △211,036

たな卸資産評価損 71,140

前払年金費用の増減額（△は増加） 19,511

仕入債務の増減額（△は減少） 392,188

その他 207,832

小計 1,057,639

利息及び配当金の受取額 19,274

利息の支払額 △25,166

法人税等の還付額 23,578

法人税等の支払額 △105,441

営業活動によるキャッシュ・フロー 969,884

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 △242,038

定期預金の払戻による収入 312,000

有形固定資産の取得による支出 △792,468

無形固定資産の取得による支出 △24,950

投資有価証券の取得による支出 △205,382

貸付けによる支出 △26,950

貸付金の回収による収入 18,227

その他 628

投資活動によるキャッシュ・フロー △960,934

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） 509,927

長期借入れによる収入 226,730

長期借入金の返済による支出 △253,574

自己株式の売却による収入 1,150

自己株式の取得による支出 △141,432

配当金の支払額 △122,812

財務活動によるキャッシュ・フロー 219,987

現金及び現金同等物に係る換算差額 △44,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 184,084

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 1,418,687
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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） 
 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、前セグ
メントの売上高の合計、営業利益及び前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) 

 
(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) 

 
(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

11,673,344 2,064,259 13,737,604 ― 13,737,604

  (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

67,097 44,819 111,917 (111,917) ―

計 11,740,442 2,109,079 13,849,521 (111,917) 13,737,604

営業利益 634,172 169,045 803,218 (689,000) 114,217

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,187,231 2,187,231

Ⅱ 連結売上高(千円) ― 13,737,604

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

15.9 15.9

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

大石産業㈱　（3943）  平成21年３月期　第３四半期決算短信

－10－



前年同四半期に関する財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

  

「参考」

科  目

前年同四半期

(平成20年３月期

第３四半期)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 13,698

Ⅱ 売上原価 11,069

   売上総利益 2,628

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,396

   営業利益 231

Ⅳ 営業外収益 264

Ⅴ 営業外費用 55

   経常利益 440

Ⅵ 特別利益 2

Ⅶ 特別損失 151

   税金等調整前四半期純利益 291

   税金費用 113

   四半期純利益 178
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