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1.  平成21年4月期第3四半期の業績（平成20年5月1日～平成21年1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4月期第3四半期 1,903 ― 45 ― 57 ― △24 ―

20年4月期第3四半期 1,982 3.3 52 △27.6 72 △35.7 39 △37.8

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4月期第3四半期 △4.74 ―

20年4月期第3四半期 7.45 ―

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4月期第3四半期 3,736 3,089 82.7 588.24
20年4月期 3,916 3,281 83.8 624.75

（参考） 自己資本   21年4月期第3四半期  3,089百万円 20年4月期  3,281百万円

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4月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年4月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

3.  平成21年4月期の業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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  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 2,515 △3.8 35 △31.8 50 △33.6 △35 ― △6.66

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．その他をご覧下さい。  

(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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第3四半期  5,850,000株 20年4月期  5,850,000株

② 期末自己株式数 21年4月期第3四半期  598,210株 20年4月期  598,210株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年4月期第3四半期  5,251,790株 20年4月期第3四半期  5,297,020株

※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28日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年３月13日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さ
い。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２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」をご覧下さい。 
３．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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、金融危機の影響が実体経済へも波及し、円高、株安により企業業績

は急速に悪化してまいりました。また、これに伴い個人消費が低迷、景気は急速に後退しております。 

このような状況のなか、当社は、主力の食品分野においては、きめ細かく新規需要を掘り起こし、新製品フィルミ

ックスシリーズの投入等によりシェアアップを図り、また、成長分野と位置付けた非食品分野では、医療用、産業用

向けの取り組みを積極的に推進し、販売の拡大に努めてまいりましたが、売上高は19億３百万円（前年同期比4.0％

減）となりました。また、当第３四半期累計期間の利益につきましては、樹脂原料価格の値上がりに対し、製品販売

価格の改定を行うとともに全社を挙げての徹底したコスト削減に取り組みましたが、営業利益は 百万円（前年同期

比12.7％減）、経常利益は 百万円（前年同期比20.0％減）、有価証券償還損が発生したこと等により特別損失74百

万円を計上、四半期純損失は24百万円（前年同期は四半期純利益39百万円）となりました。  

用途別の売上高につきましては、食品分野では気候変動、燃料高の影響などで漁獲高減少、穀物や乳製品などの輸

入原料の高騰による食品業界の不振による包装材料の需要減を、製品値上げや新規顧客の開拓などでカバーに努める

も13億47百万円（前年同期比7.1％減）となりました。 

非食品分野では、最終需要が国内向けの医療用、産業用での新規顧客への拡販により３億60百万円（前年同期比

7.9％増）となりました。 

商品につきましては、ＳＰパックが増加したものの、単層品や脱酸素剤等が減少したことにより、１億95百万円

（前年同期比1.9％減）となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間における総資産は 百万円となり、前事業年度末より１億80百万円減少いたしまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金が１億36百万円増加した一方で、現金及び預金が97百万円減少、有価証券

が56百万円減少、機械及び装置が62百万円減少、投資有価証券が１億８百万円減少したこと等によるものであり

ます。   

負債は６億47百万円となり、前事業年度末より11百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金

が20百万円増加、賞与引当金が18百万円増加した一方で、未払法人税等が38百万円減少したこと等によるもので

あります。 

純資産は 百万円となり、前事業年度末より１億91百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金が

98百万円減少、その他有価証券評価差額金が93百万円減少したこと等によるものであります。 

(２) キャッシュ・フローの状況 

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、前事業年度末に比べ97百万

円減少し、８億19百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果使用した資金は24百万円となりました。 

これは税引前四半期純損失16百万円、売上債権の増加１億36百万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） 

投資活動の結果得られた資金は０百万円となりました。 

これは投資有価証券の売却及び償還による収入20百万円があった一方、有価証券の取得による支出９百万円、有

形固定資産の取得による支出８百万円等があったこと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73百万円となりました。 

これは配当金の支払73百万円によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

45

57

２．財政状態に関する定性的情報 

37億36

30億89

３．業績予想に関する定性的情報 

平成21年４月期の通期の業績予想につきましては、前回公表（平成20年11月28日付）いたしました業績予想を修正

しております。詳しくは本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。    
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記載すべき重要な事項はありません。  

  

１．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。 

２．第１四半期会計期間より「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、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。 

これにより、当第３四半期累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

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日以後開始する事業年度に係る四半期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。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前（平成20年４月30日以前）の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引につきましては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

当第３四半期累計期間において、上記に該当する新規のリース取引はないため、これによる四半期財務諸表

に与える影響はありません。 

  

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 

（追加情報） 

賞与引当金 

前事業年度においては、財務諸表作成時に従業員への賞与支払額が確定していたため、前事業年度に属する額

を流動負債のその他（未払費用）として計上していましたが、当第３四半期累計期間においては、四半期財務諸

表作成時に従業員への賞与支払額が確定していないため、当第３四半期累計期間に属する支給見込額を賞与引当

金として計上しています。 
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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21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 819,975 917,890

受取手形及び売掛金 865,263 729,222

有価証券 － 56,862

商品 4,514 3,168

製品 51,004 51,994

原材料 34,329 27,055

仕掛品 28,439 29,990

その他 47,974 51,516

貸倒引当金 △790 △666

流動資産合計 1,850,710 1,867,034

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 177,619 191,972

機械及び装置（純額） 284,301 346,882

土地 605,251 605,251

その他（純額） 44,996 24,200

有形固定資産合計 1,112,169 1,168,307

無形固定資産 7,089 7,089

投資その他の資産   

投資有価証券 350,530 459,064

長期預金 300,000 300,000

その他 117,720 117,037

貸倒引当金 △1,821 △1,853

投資その他の資産合計 766,429 874,247

固定資産合計 1,885,688 2,049,644

資産合計 3,736,399 3,916,679

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 469,229 448,760

未払法人税等 3,763 42,118

賞与引当金 18,357 －

その他 120,824 112,820

流動負債合計 612,174 603,699

固定負債   

役員退職慰労引当金 34,171 26,995

その他 725 4,930

固定負債合計 34,897 31,925

負債合計 647,072 635,625
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,917,821 2,016,255

自己株式 △259,587 △259,587

株主資本合計 3,582,544 3,680,978

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △105,684 △12,391

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △493,217 △399,924

純資産合計 3,089,326 3,281,054

負債純資産合計 3,736,399 3,916,679
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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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 1,903,060

売上原価 1,346,959

売上総利益 556,101

販売費及び一般管理費 510,568

営業利益 45,532

営業外収益  

受取利息 8,139

受取配当金 420

その他 3,830

営業外収益合計 12,389

営業外費用  

その他 157

営業外費用合計 157

経常利益 57,764

特別利益  

固定資産売却益 491

特別利益合計 491

特別損失  

固定資産除却損 939

有価証券償還損 73,247

投資有価証券評価損 534

特別損失合計 74,721

税引前四半期純損失（△） △16,464

法人税、住民税及び事業税 6,771

法人税等調整額 1,673

法人税等合計 8,444

四半期純損失（△） △24,909
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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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △16,464

減価償却費 87,037

貸倒引当金の増減額（△は減少） 91

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,357

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,176

受取利息及び受取配当金 △8,559

有形固定資産除売却損益（△は益） 448

有価証券償還損益（△は益） 73,247

投資有価証券評価損益（△は益） 534

売上債権の増減額（△は増加） △136,040

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,078

仕入債務の増減額（△は減少） 20,469

未払金の増減額（△は減少） 15,782

未払費用の増減額（△は減少） △26,939

その他 △952

小計 28,109

利息及び配当金の受取額 9,666

法人税等の支払額 △62,639

営業活動によるキャッシュ・フロー △24,862

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △8,304

投資有価証券の取得による支出 △9,240

投資有価証券の売却及び償還による収入 20,302

貸付けによる支出 △300

貸付金の回収による収入 635

その他 △2,451

投資活動によるキャッシュ・フロー 641

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △73,694

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,694

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,915

現金及び現金同等物の期首残高 917,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 819,975
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 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。 

  

 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 

 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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年５月１日～平成20年１月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年４月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,982,932

Ⅱ 売上原価  1,397,477

売上総利益  585,454

Ⅲ 販売費及び一般管理費  533,328

営業利益  52,126

Ⅳ 営業外収益  20,443

Ⅴ 営業外費用  338

経常利益  72,231

Ⅵ 特別利益  2,968

Ⅶ 特別損失  552

税引前四半期純利益  74,646

税金費用  35,196

四半期純利益  39,449
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年５月１日～平成20年１月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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  74,646

減価償却費  102,133

賞与引当金の増加額   18,801

役員退職慰労引当金の増加額  6,891

売上債権の減少額  22,984

たな卸資産の増加額 △19,993

仕入債務の増加額  76,548

未払金の減少額 △20,013

未払費用の減少額 △37,526

預り金の減少額 △3,273

その他  △2,349

小計  218,849

利息及び配当金等の受取額  19,517

法人税等の還付額   21,181

法人税等の支払額  △12,269

営業活動によるキャッシュ・フロー  247,278
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前年同四半期

（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出  △55,524

投資有価証券の取得等による支出  △200,909

投資有価証券の売却等による収入   4,482

投資有価証券の償還による収入   100,000

その他  △8,308

投資活動によるキャッシュ・フロー △160,259

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金の支払額  △90,195

自己株式取得による支出  △11,569

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,764

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は
減少額） 

△14,745

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  921,686

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  906,941
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