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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 16,891 △1.1 340 5.0 215 65.0 13 △87.9

20年3月期 17,071 6.6 323 △1.1 130 △19.1 105 75.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 0.51 ― 0.3 1.3 2.0
20年3月期 5.71 ― 2.0 0.8 1.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 15,321 4,838 26.4 248.47
20年3月期 16,563 5,924 30.2 281.61

（参考） 自己資本   21年3月期  4,044百万円 20年3月期  4,996百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 785 △901 49 1,080
20年3月期 1,372 △449 △727 1,260

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 3.00 ― 2.50 5.50 97 96.3 1.9
21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00 84 980.4 1.9

22年3月期 
（予想）

― 2.50 ― 2.50 5.00 49.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

8,500 1.2 250 42.8 200 85.1 100 114.2 6.03

通期 17,000 0.6 400 17.6 300 39.5 170 ― 10.21



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」
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 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  1,493,475株 20年3月期  41,296株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 14,353 0.7 6 ― 67 ― △23 ―

20年3月期 14,254 7.2 △33 ― 4 △94.8 105 72.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △1.32 ―

20年3月期 5.91 ―

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 13,970 4,170 29.8 256.20
20年3月期 14,604 4,883 33.4 275.46

（参考） 自己資本 21年3月期  4,170百万円 20年3月期  4,883百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、添付資料の３ページを参照してく
ださい。 

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

第2四半期 
累計期間

7,200 1.2 80 ― 60 ― 30 ― 1.84

通期 14,400 0.3 100 ― 150 123.1 120 ― 7.37



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　①　当期の経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出関連企業の不振から国内雇用が逼迫し、

家計が伸び悩み、個人消費の悪化へと、明確な景気後退局面に突入しました。特に、年

度後半には、米国経済の減速と米国証券大手の経営破綻などによる世界的な金融危機拡

大から、急激な円高、株価下落、商品市況の乱高下となりました。

その間、パッケージ業界におきましては、受注競争が激化する一方で原材料価格高騰

の影響もあり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、パッケージを通じて豊かな社会づくりに奉仕するこ

とを基本姿勢とし、製造と販売が一体となった魅力ある製品・サービスの提供に努め、

かつ、筋肉質の経営体質に向け、在庫圧縮と経費、時間の節減に努めて参りました。

その結果、売上高は16,891百万円（対前期比1.1％減）、営業利益は340百万円（対前

期比5.0％増）、経常利益は215百万円（対前期比65.0％増）、当期純利益は13百万円

（対前期比87.9％減）となりました。

 

　②　次期の見通し

国内景気は、米国の景気後退による影響や原材料価格の高騰による企業収益の圧迫が

予想され、給与所得の伸び悩みから個人消費が低迷するなど、先行き不透明な状況が続

くものと思われます。

このような中、当社グループといたしましては、より一層経営の効率化をすすめ、経

営基盤の強化と業績の向上に努めてまいります。

  次期の業績予想といたしましては、連結売上高17,000百万円、連結営業利益400百万

円、連結経常利益300百万円、連結当期純利益につきましては、170百万円を見込んでお

ります。

(2）財政状態に関する分析

　①　資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、1,242百万円減

少し、15,321百万円となりました。これは、流動資産が前連結会計年度末比677百万円

の減少、固定資産のうち投資その他の資産が548百万円減少したこと等によるものであ

ります。

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、156百万円減少し、10,483百万円と

なりました。これは、長期借入金の減少等によるものであります。

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、1,086百万円減少し、4,837百万

円となりました。
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　②　キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業収入

が引き続き堅調であったことにより前連結会計年度に比べ180百万円（対前期比14.3％

減）減少し、当連結会計年度末残高は1,080百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、785百万円となりました。こ

れは、税金等調整前当期純利益219百万円および減価償却費682百万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） 

　当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、901百万円となりました。こ

れは、主に有形固定資産の取得による支出899百万円を行ったこと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） 

　当連結会計年度において財務活動による資金の増加は、49百万円となりました。これ

は、短期借入金の実行等によるものです。 

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 30.2 26.4

時価ベースの自己資本比率（％） 15.0 11.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.3 6.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 15.6 9.1

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産

　　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

　　 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

  　 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

 １．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

 ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

３．キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としており

ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題の一つとして位置づけており、

利益配分につきましては経営環境や業績動向等を勘案し、長期安定的にかつ業績に対応

した配当を実施したいと考えております。内部留保金につきましては、経営基盤の安定

と充実に努めるとともに、新規事業分野等に、あるいは経営体質の改善のための投資に

活用する所存であります。また、自己株式の取得につきましては、株主還元策の一環と

して機動的に資本政策を遂行するため、財務状況や株価水準等を勘案しながら適宜実施

してまいります。

　この方針に基づき、期末配当金は１株当たり２円50銭とし、中間配当金２円50銭に加

えて年間５円とさせていただく予定であります。また、次期につきましては、中間２円

50銭、期末２円50銭の年間５円を予定しております。 
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２．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社、連結子会社６社および関連会社１社で構成され、印刷紙器お

よびプラスチック包材の製造・販売を主な内容とした事業活動を展開しております。 

　また、当社の企業集団は、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が、事業内容を区分すると次のとおり

であります。 
 

 印刷紙器関連　　　　　　　　　　

　当社が製造・販売するほか、連結子会社台湾古林股份有限公司、上海古林国際印務有限

公司および古林紙工（上海）有限公司においても製造・販売しており、また一部の作業工

程については、連結子会社複合工業株式会社および古林包装材料製造（上海）有限公司に

製造を委託しております。
 

 プラスチック包材関連

　当社が製造・販売するほか、連結子会社ライニングコンテナー株式会社に製造を委託し

ております。
 

なお、関連会社金剛運送株式会社には、当社製品等の運送の一部を委託しております。
 

事業の系統図は次のとおりであります。 
 

 

得意先 

関連会社 
金剛運送㈱ 

運送 

製品 

製品 製品 製品 製品 
成型 
容器 

原材料 
印刷加工 

連結子会社 
台湾古林股 

有限公司 

連結子会社 
古林紙工(上海) 

有限公司 

連結子会社 
上海古林国際 
印務有限公司 

連結子会社 
古林包装材料製造 
(上海)有限公司 

連結子会社 
複合工業㈱ 

連結子会社 
ライニング 

コンテナー㈱ 

印刷紙器関連 その他 プラスチック包材関連 

当社 
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「私たちは、包装を通じて社会に奉仕します。優秀な製品・確実な納品・適

正な価格」の社是の下で、各界を代表するお客様にご愛顧を賜りながら創業の昭和９年

から70年余、今日まで発展し続けています。洗剤、菓子、食品、日用品といった生活物

資について、店頭での顔となるパッケージの製造・販売を主力事業としています。包装

業界の中では初めて印刷・打抜・貼りの一貫加工を開始し、昭和30年代には、自動打抜

機の導入に続き、印刷と打抜を1台で加工できるグラビア輪転印刷打抜機「ボブストチャ

ンプレン」を日本で初めて導入し、紙器分野で規格大量生産の礎を築きました。板紙紙

器の先進地域であるヨーロッパを中心に、技術提携や技術情報連携をし、今日も継続し

て、先進的な技術情報を取得しております。この外にも、日本初の革新的な各種設備機

器の開発・導入により、特殊印刷業界という全く新しい業界分野を開拓してまいりまし

た。容器の業界におきましても、ＰＥＴ樹脂の食品容器への活用をはじめ、今日も、素

材およびその用途開発における開拓者として事業を展開しております。

　海外展開に関しましては昭和63年の台湾を皮切りに、平成４年以降、上海に３社を展

開しております。洗剤カートン、薬品カートン、牛乳カートン等の受注・製造を中心に、

経済発展目覚しいアジア地域で事業を展開しております。国内では、大阪、横浜、兵庫

の主力３工場におきまして、平成８年から11年の間に、各工場でＴＰＭ（日本プラント

メンテナンス協会が提唱する改善活動で“災害ゼロ・不良ゼロ・故障ゼロ”などあらゆ

るロスを未然防止する仕組み）に取組み優秀賞を受賞しております。これはバブル崩壊

以降低迷してきた国内市場にコストダウンで打克つ行動変革に取組んだ所産です。同じ

く平成11年にはＩＳＯ９００１を認証取得し、その後も継続して、お客様満足の最大化

に向けた経営の仕組みづくりとその改善に取組んでおります。また、環境問題に関しま

しては、当社が使用する主原料は古紙をリサイクルした白板紙である上に、加工設備の

改造または新規導入時にはＣＯ２排出量の削減を考慮した環境対応を進めており、平成

16年にはＩＳＯ１４００１を認証取得いたしました。これは、社内で発生する環境負荷

のみならず、当社が提供する商品自体が持つ環境負荷の低減に関しましても、環境対応

型パッケージとして紙器構造の省資源化提案等を通じて取組んできた活動の結果です。

　昭和37年に大証２部に上場し、その７年後、当社は前述の社是を制定しました。これ

を実践するべくお客様のニーズを汲み取り何処にも出来ないようなものを開発し、お約

束したことは必ず守るという信念で事業活動に取組んでおります。単に利益を求めるの

みではなく、「包装を通じて社会に奉仕する」ことを愚直に追い求め、先進的な取組み

により包装分野を開拓し続け消費文化に貢献する事業会社として今後も邁進してまいり

ます。 
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(2）中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

　①　技術開発力の強化

　板紙紙器の製造設備や加工方法に関する当社固有技術並びに開発力、海外での技術情

報、樹脂と板紙の融合技術、包装機械の設計・開発力を駆使し、ニーズに即応した新製

品および競合他社と差別化した高品質かつ高機能、低コストの製品を素早く提供してま

いります。 

　②　営業体制の強化

　お客様のニーズを的確に把握するため、営業組織体制をお客様の市場別に編成してお

ります。さらに、個々の営業部員のスキルアップ、セールスエンジニア化への取組みを

進めてまいります。これをサポートするべく、ＩＴを活用してお客様ごとまたは製品ご

とのご要望をデータベース化し、その後方支援部隊との連携をとり、迅速かつ適切な対

応を徹底します。

　③　戦略分野の開拓

　板紙紙器や容器との複合パッケージにおけるニッチ分野への特化を進め、当社の強み

に合致した成長の基盤を拡充してまいります。

　④　生産能力の拡大

　生産面での瞬発力を高めるべく、相互扶助的な協力先のネットワークを拡充して、供

給能力の強化を図って参ります。 

　⑤　内部統制システムの確立と業務管理運営体制の強化

　いわゆる日本版ＳＯＸ法対応のための内部統制システムを構築いたしました。システ

ムの構築だけでなく、ＴＰＭの手法を活用して業務の効率化もあわせて進めておりま

す。 

－ 5 －



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,635 1,397

受取手形及び売掛金 4,465 4,158

たな卸資産 1,711 －

商品及び製品 － 867

仕掛品 － 335

原材料及び貯蔵品 － 401

繰延税金資産 57 66

その他 194 165

貸倒引当金 △5 △8

流動資産合計 8,057 7,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1, ※2  1,344 ※1, ※2  1,258

機械装置及び運搬具（純額） ※1, ※2  2,358 ※1, ※2  2,290

土地 ※2  1,689 ※2  1,689

建設仮勘定 48 227

その他（純額） ※1, ※2  167 ※1, ※2  143

有形固定資産合計 5,606 5,607

無形固定資産 101 83

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2, ※3  2,019 ※2, ※3  1,365

繰延税金資産 478 582

その他 318 320

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 2,800 2,251

固定資産合計 8,507 7,941

資産合計 16,563 15,321



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,475 4,131

短期借入金 ※2  926 ※2  1,455

1年内返済予定の長期借入金 ※2  1,126 ※2  1,141

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 48 52

未払金 572 517

賞与引当金 101 84

その他 319 249

流動負債合計 7,868 7,629

固定負債   

社債 300 600

長期借入金 ※2  1,841 ※2  1,625

退職給付引当金 493 473

役員退職慰労引当金 137 156

固定負債合計 2,771 2,854

負債合計 10,639 10,483

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 940 860

自己株式 △8 △166

株主資本合計 4,465 4,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 280 △165

為替換算調整勘定 250 △20

評価・換算差額等合計 531 △185

少数株主持分 928 794

純資産合計 5,924 4,838

負債純資産合計 16,563 15,321



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 17,071 16,891

売上原価 14,566 14,481

売上総利益 2,505 2,410

販売費及び一般管理費   

運送費 671 637

給与手当 698 642

賞与引当金繰入額 25 24

退職給付費用 7 14

役員退職慰労引当金繰入額 18 19

減価償却費 12 6

研究開発費 ※1  160 159

その他 590 569

販売費及び一般管理費合計 2,181 2,070

営業利益 323 340

営業外収益   

受取利息 24 25

受取配当金 28 38

為替差益 － 23

その他 12 27

営業外収益合計 64 115

営業外費用   

支払利息 86 84

その他 171 155

営業外費用合計 257 240

経常利益 130 215

特別利益   

保険差益 － 20

受取保険金 203 －

特別利益合計 203 20

特別損失   

投資有価証券評価損 － 15

固定資産除却損 ※2  13 －

役員退職慰労金 8 －

役員退職慰労引当金繰入額 9 －

特別損失合計 30 15

税金等調整前当期純利益 303 219

法人税、住民税及び事業税 89 82

法人税等調整額 63 82

法人税等合計 152 164

少数株主利益 46 42

当期純利益 105 13



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,151 2,151

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,151 2,151

資本剰余金   

前期末残高 1,383 1,383

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,383 1,383

利益剰余金   

前期末残高 950 940

当期変動額   

剰余金の配当 △106 △88

従業員奨励及び福利基金 △9 △4

当期純利益 105 13

当期変動額合計 △10 △79

当期末残高 940 860

自己株式   

前期末残高 △8 △8

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △158

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △1 △158

当期末残高 △8 △166

株主資本合計   

前期末残高 4,476 4,465

当期変動額   

剰余金の配当 △106 △88

従業員奨励及び福利基金 △9 △4

当期純利益 105 13

自己株式の取得 △1 △158

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △10 △237

当期末残高 4,465 4,228



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 644 280

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △364 △445

当期変動額合計 △364 △445

当期末残高 280 △165

為替換算調整勘定   

前期末残高 220 250

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 △270

当期変動額合計 30 △270

当期末残高 250 △20

評価・換算差額等合計   

前期末残高 865 531

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △334 △715

当期変動額合計 △334 △715

当期末残高 531 △185

少数株主持分   

前期末残高 938 928

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △134

当期変動額合計 △10 △134

当期末残高 928 794

純資産合計   

前期末残高 6,278 5,924

当期変動額   

剰余金の配当 △106 △88

従業員奨励及び福利基金 △9 △4

当期純利益 105 13

自己株式の取得 △1 △158

自己株式の処分 0 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △344 △849

当期変動額合計 △354 △1,086

当期末残高 5,924 4,838



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 303 219

減価償却費 744 682

退職給付引当金の増減額（△は減少） △152 △20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14 19

受取利息及び受取配当金 △52 △64

支払利息 86 84

固定資産除却損 13 －

保険差益 － △20

受取保険金 △203 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 15

売上債権の増減額（△は増加） 18 197

たな卸資産の増減額（△は増加） △39 48

仕入債務の増減額（△は減少） 552 △331

その他の流動資産の増減額（△は増加） △17 8

その他の流動負債の増減額（△は減少） 8 △1

その他 47 15

小計 1,294 854

利息及び配当金の受取額 60 63

保険金の受取額 203 136

利息の支払額 △88 △86

災害損失の支払額 － △101

法人税等の支払額 △97 △82

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,372 785

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 △873 △336

定期預金の払戻による収入 1,060 336

有形固定資産の取得による支出 △577 △899

有形固定資産の売却による収入 8 2

無形固定資産の取得による支出 △9 △1

投資有価証券の取得による支出 △62 △2

投資有価証券の売却による収入 5 1

その他投資等の取得による支出 △15 △23

その他投資等の売却による収入 13 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △449 △901

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） △69 533

長期借入れによる収入 900 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,413 △1,201

社債の発行による収入 － 300

社債の償還による支出 － △300

自己株式の取得・売却による収支（△は支出） △1 △158

配当金の支払額 △106 △88

少数株主への配当金の支払額 △37 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △727 49

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △112

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204 △180

現金及び現金同等物の期首残高 1,056 1,260

現金及び現金同等物の期末残高 1,260 1,080



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項 子会社は、すべて連結しております。

連結子会社　６社

会社名　複合工業株式会社

ライニングコンテナー株式会

社

台湾古林股份有限公司

上海古林国際印務有限公司

古林紙工（上海）有限公司

古林包装材料製造（上海）有

限公司

子会社は、すべて連結しております。

連結子会社　６社

会社名　　　同左

２　持分法の適用に関する事項 (イ)持分法適用会社　０社

(ロ)関連会社金剛運送株式会社は当期純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がない

ため、持分法の適用から除外しておりま

す。

(イ)持分法適用会社　０社

(ロ)　　　　　　同左

３　連結子会社の事業年度等に

関する事項

　連結子会社６社の決算日は12月31日であ

ります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同日

現在の財務諸表を使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引については連結上必

要な調整を行っております。

同左

 

４　会計処理基準に関する事項   

１）重要な資産の評価基準及

び評価方法

①　たな卸資産

製品

主として売価還元法に基づく原価法

①　たな卸資産

製品

　主として売価還元法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）

 商品、材料、仕掛品、貯蔵品

主として先入先出法に基づく原価法

商品、材料、仕掛品、貯蔵品

　主として先入先出法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定）

－ 1 －



 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 ────── （会計方針の変更） 

　　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、当連結会計年度より「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。

　　これによる当連結会計年度の損益への

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　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しておりま

す。）

②　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

主として移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

　有形固定資産は、主として定率法。

　ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（附属設備を除く）については定額法

によっております。

(イ)有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産は、主として定率法。

　ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物（附属設備を除く）については定額法

によっております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　７年～50年

機械装置及び運搬具　５年～12年

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　７年～50年

機械装置及び運搬具　５年～12年

 　（会計方針の変更）

　当社および国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。　

　これにより、営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益が13百万円それぞ

れ減少しております。

　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 －



 
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 　（追加情報）

　当社は、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により、取得価額の５％

に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額の

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。

　これにより、営業利益が60百万円、経常

利益および税金等調整前当期純利益が61百

万円それぞれ減少しております。

　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。　

　（追加情報）

　国内連結子会社は、法人税法の改正に伴

い、平成19年３月31日以前に取得した有形

固定資産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により、取得

価額の５％に到達した連結会計年度の翌連

結会計年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額の差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。

　これにより、営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益が21百万円それぞ

れ減少しております。

　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。　

 ────── (ロ)リース資産

 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、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成20

年３月31日以前の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

処理によっております。

３）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　従業員に支給する賞与に充てるため、

支給見込額に基づき計上しております。

②　賞与引当金

同左

 ③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務およ

び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。なお、数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按分した額を翌

連結会計年度から費用処理することとし

ております。

③　退職給付引当金

同左

 ④　役員退職慰労引当金 

  当社および国内連結子会社は、役員の

退職慰労金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規定に基づく期末要支給額を計

上しております。

　なお、当社執行役員の退職慰労金の支

給に備えるため、執行役員退職慰労金規

定に基づく期末要支給額を計上し、役員

退職慰労引当金に含めて表示しておりま

す。

④　役員退職慰労引当金 

同左
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前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 　（追加情報）

　 国内連結子会社が当連結会計年度に

おいて役員退職慰労金規定の整備を行っ

たことに伴い、当連結会計年度発生額３

百万円は販売費及び一般管理費へ、過年

度相当額９百万円は特別損失に計上して

おります。

　これにより、営業利益および経常利益

は３百万円、税金等調整前当期純利益は

12百万円減少しております。

　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。 

──────

　 

 

 

 

 

 

 

 

 

　

 

４）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　在外連結子会社の資産、負債、収益およ

び費用は、決算日の直物為替相場により円

換算し、換算差額は、純資産の部における

為替換算調整勘定および少数株主持分に含

めて計上しております。

同左

５）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっております。

──────

６）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　金利スワップ

ヘッジ対象　　借入金

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で金利スワップ取引を行なっており、

ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行って

おります。

③　ヘッジ方針

同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略しており

ます。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

７）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６　連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準）

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、当連結会計年度より「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、通

常の売買取引に係る会計処理によっております。

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、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を適用しており

ます。

これによる当連結会計年度の損益への影響はありません。

────── （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）

　当連結会計年度より「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。

　これによる当連結会計年度の損益への影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （連結貸借対照表）

　「財務諸表等の用語、様式及び作成方法等に関する規則

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）が適用となることに伴い、前連結会計年度に

おいて「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連

結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ852百万円、456百万円、

403百万円であります。 

────── （連結損益計算書）

　前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「為替差益」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため区分掲記しました。 

　なお、前連結会計年度における「為替差益」の金額は５

百万円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額    15,571百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額     15,566百万円

※２　担保に供している資産の額 ※２　担保に供している資産の額

投資有価証券 729百万円

有形固定資産   2,486百万円

計    3,215百万円

投資有価証券 478百万円

有形固定資産   2,500百万円

計 2,978百万円

対応する債務 対応する債務

短期借入金 350百万円

長期借入金

（１年内返済分を含む）
  2,573百万円

計 2,923百万円

短期借入金  650百万円

長期借入金

（１年内返済分を含む）
     2,280百万円

計 2,930百万円

※３　非連結子会社および関連会社に係るもの ※３　非連結子会社および関連会社に係るもの

投資有価証券（株式） 9百万円 投資有価証券（株式）  9百万円

　４　受取手形割引高 252百万円 　４　受取手形割引高 270百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、160

百万円であります。

なお、環境保護への関心が高まる中、当社および連

結子会社においても、環境対応商品および機能面の改

良提案の開発を強化しております。これに伴う研究開

発費の範囲の見直しの結果、当該費用が93百万円増加

しております。

※１　　　　　　　　　──────

※２　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 12百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 13百万円

※２　　　　　　　　　──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 17,768 － － 17,768

自己株式     

   普通株式　　(注) 39 3 1 41

(注)　自己株式の普通株式の株式数の増加３千株は、単元未満株式の買取による増加で、自己株式の普通株式の株式数

の減少１千株は、単元未満株式の売渡による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 53 3 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月16日

取締役会
普通株式 53 3 平成19年９月30日 平成19年12月20日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 44 利益剰余金 2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（千株）

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式     

普通株式 17,768 － － 17,768

自己株式     

   普通株式　　(注) 41 1,456 4 1,493

(注)　自己株式の普通株式の株式数の増加1,456千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得1,449千株および単元未

満株式の買取７千株による増加で、自己株式の普通株式の株式数の減少４千株は、単元未満株式の売渡による減

少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 44 2.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月14日

取締役会
普通株式 44 2.5 平成20年９月30日 平成20年12月22日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 41 利益剰余金 2.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

　（平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,635百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△375百万円

現金及び現金同等物 1,260百万円

　（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,397百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△316百万円

現金及び現金同等物 1,080百万円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

  

機械装置

及び運搬具

(百万円)

 
その他

(百万円)
 

合計

(百万円)

取得価額相当額  193  165  358

減価償却累計額

相当額
 137  100  236

期末残高相当額  57  66  122

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっております。

２　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 49百万円

１年超 73百万円

計 122百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。

３　支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料     69百万円

減価償却費相当額   69百万円

４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

(ア）有形固定資産

生産設備（機械装置及び運搬具）であります。

(イ）無形固定資産

ソフトウエアであります。

②　リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．

会計処理基準に関する事項　（2）重要な減価償却資

産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、

リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

  

機械装置

及び運搬具

(百万円)

 
その他

(百万円)
 

合計

(百万円)

取得価額相当額  137  116  254

減価償却累計額

相当額
 102  79  180

期末残高相当額  36  38  73

（注）　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっております。

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年以内 41百万円

１年超 32百万円

計 73百万円

（注）　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法によって

おります。

(3）支払リース料、減価償却費相当額

支払リース料 49百万円

減価償却費相当額 49百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。
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（有価証券関係）

前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日）

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,312 1,808 497

(2）その他 9 14 4

小計 1,321 1,822 501

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 101 77 △23

(2）その他 10 8 △2

小計 111 85 △26

合計 1,432 1,907 475

　（注）　当連結会計年度においては、減損処理を行ったその他有価証券はありません。

　なお、当社グループにおける株式の減損処理の方針は、時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄すべて

を減損処理の対象とするほか、時価の下落率が30％以上の銘柄についても、個別銘柄毎に時価水準を把握する

とともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的に減損処理の要否を決定してお

ります。

２　時価評価されていない主な有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額（平成20年３月31日）

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 103

合計 103
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当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日）

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 144 255 111

(2）その他 － － －

小計 144 255 111

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 1,255 982 △273

(2）その他 20 16 △3

小計 1,274 998 △276

合計 1,418 1,253 △165

　（注）　当連結会計年度においては、減損処理を行ったその他有価証券はありません。

　なお、当社グループにおける株式の減損処理の方針は、時価が取得原価に比べて50％以上下落した銘柄すべて

を減損処理の対象とするほか、時価の下落率が30％以上の銘柄についても、個別銘柄毎に時価水準を把握する

とともに、発行体の公表財務諸表ベースでの経営成績の検討等により、総合的に減損処理の要否を決定してお

ります。

２　時価評価されていない主な有価証券の主な内容および連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日）

その他有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

非上場株式 103

合計 103
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

①　取引の内容

　当社は円金利スワップ取引を利用しております。

②　取引に対する取組方針および取引の利用目的

　当社の基本方針は、投機を目的としたデリバティブ取引を行わない方針であり、金利スワップ取引につい

ては借入金の支払利息を固定化するため金利ヘッジを行うものです。なお、特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略しております。

③　取引に係わるリスクの内容

　当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の契約不履行による

リスクはほとんどないと認識しております。

④　取引に係わるリスク管理体制

　当社は円金利スワップ取引を行っておりますが、当該取引に当たっては社内稟議規定に基づき管理してお

ります。

２　取引の時価等に関する事項

　ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

①　取引の内容

　当社は円金利スワップ取引を利用しております。

②　取引に対する取組方針および取引の利用目的

　当社の基本方針は、投機を目的としたデリバティブ取引を行わない方針であり、金利スワップ取引につい

ては借入金の支払利息を固定化するため金利ヘッジを行うものです。なお、特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略しております。

③　取引に係わるリスクの内容

　当社のデリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い銀行であるため、相手方の契約不履行による

リスクはほとんどないと認識しております。

④　取引に係わるリスク管理体制

　当社は円金利スワップ取引を行っておりますが、当該取引に当たっては社内稟議規定に基づき管理してお

ります。

２　取引の時価等に関する事項

　ヘッジ会計を適用しているので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度お

よび確定給付企業年金制度（規約型）を設けており、退

職給付信託を設定しております。従業員の退職等に際し

て割増退職金を支払う場合があります。

　国内連結子会社は、退職一時金制度および適格退職年

金制度または中小企業退職金共済掛金制度を設けており

ます。

　なお、当社の適格退職年金制度は平成19年10月１日付

で確定給付企業年金制度（規約型）に移行しております

が、これに伴う過去勤務債務の発生はありません。

　また、当社は総合設立型の厚生年金基金制度に加入し

ております。

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度お

よび確定給付企業年金制度（規約型）を設けており、退

職給付信託を設定しております。従業員の退職等に際し

て割増退職金を支払う場合があります。

　国内連結子会社は、退職一時金制度および適格退職年

金制度または中小企業退職金共済掛金制度を設けており

ます。

　また、当社は総合設立型の厚生年金基金制度に加入し

ております。

　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項は次のとおりであります。

イ　制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31

日現在）

年金資産の額 42,154百万円

年金財政計算上の給付債務の額 44,299百万円

差引額 △2,144百万円

ロ　制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自18年４月

１日　至平成19年３月31日）

5.5％

ハ　補足説明

上記イの差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高8,550百万円および剰余金6,450百万円

であります。本制度における過去勤務債務の償却方法

は期間19年の元利均等償却であり、当社は、当期の連

結財務諸表上、特別掛金45百万円を費用処理しており

ます。

なお、上記ロの割合は当社の実際の負担割合とは一

致しません。

　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業

主制度に関する事項は次のとおりであります。

イ　制度全体の積立状況に関する事項（平成20年３月31

日現在）

年金資産の額 36,453百万円

年金財政計算上の給付債務の額   45,597百万円

差引額 △9,143百万円

ロ　制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自19年４月

１日　至平成20年３月31日）

5.8％

ハ　補足説明

上記イの差引額の主な要因は、年金財政計算上の過

去勤務債務残高8,214百万円および剰余金6,406百万円

であります。本制度における過去勤務債務の償却方法

は期間19年の元利均等償却であり、当社は、当期の連

結財務諸表上、特別掛金46百万円を費用処理しており

ます。

なお、上記ロの割合は当社の実際の負担割合とは一

致しません。

２　退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日） ２　退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日）

イ　退職給付債務 △1,530百万円

ロ　年金資産 1,070百万円

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △459百万円

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 －百万円

ホ　未認識数理計算上の差異 △25百万円

へ　未認識過去勤務債務 －百万円

ト　連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）
△484百万円

チ　前払年金費用 9百万円

リ　退職給付引当金（ト－チ） △493百万円

イ　退職給付債務 △1,538百万円

ロ　年金資産 861百万円

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ）  △677百万円

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 －百万円

ホ　未認識数理計算上の差異 266百万円

へ　未認識過去勤務債務 －百万円

ト　連結貸借対照表計上額純額

（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）
△411百万円

チ　前払年金費用 62百万円

リ　退職給付引当金（ト－チ） △473百万円

（注）　一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。

（注）　　　　　　　　　同左
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

３　退職給付費用に関する事項

（自　平成19年４月１日　　至　平成20年３月31日）

３　退職給付費用に関する事項

（自　平成20年４月１日　　至　平成21年３月31日）

イ　勤務費用 81百万円

ロ　利息費用 40百万円

ハ　期待運用収益 △17百万円

ニ　会計基準変更時差異の費用処理

額
－百万円

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 △50百万円

へ　過去勤務債務の費用処理額 －百万円

ト　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）
53百万円

イ　勤務費用    78百万円

ロ　利息費用   38百万円

ハ　期待運用収益   △17百万円

ニ　会計基準変更時差異の費用処理

額
－百万円

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 △29百万円

へ　過去勤務債務の費用処理額 －百万円

ト　退職給付費用

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ）
70百万円

（注）１　上記退職給付費用以外に、厚生年金基金に対す

る拠出額100百万円を退職給付費用として計上

しております。

　　　２　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「イ　勤務費用」に計上しております。

（注）１　上記退職給付費用以外に、厚生年金基金に対す

る拠出額100百万円を退職給付費用として計上

しております。

　　　２　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は「イ　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ　割引率 2.5％

ハ　期待運用収益率 1.4～1.5％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数 ５年

ホ　数理計算上の差異の処理年数 ５年

　翌連結会計年度から５年の定額法で処理すること

としております。

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

ロ　割引率 2.5％

ハ　期待運用収益率 1.5～1.7％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数 ５年

ホ　数理計算上の差異の処理年数 ５年

同左

　（追加情報）

　当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号　平成19

年５月15日）を適用しております。

──────

　

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

繰延税金資産  

連結会社間取引に係る未実現損益  140百万円

退職給付引当金   190百万円

退職給付債務（信託）  262百万円

会員権否認  36百万円

賞与引当金   41百万円

減損損失累計額 35百万円

役員退職慰労引当金 55百万円

その他 53百万円

繰延税金資産小計 813百万円

評価性引当額 △18百万円

繰延税金資産合計 794百万円

  

  

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 195百万円

圧縮記帳積立金 56百万円

その他 9百万円

繰延税金負債合計  260百万円

繰延税金資産の純額 535百万円

繰延税金資産  

連結会社間取引に係る未実現損益 139百万円

退職給付引当金     168百万円

退職給付債務（信託）    237百万円

会員権否認   40百万円

賞与引当金   34百万円

減損損失累計額   35百万円

役員退職慰労引当金    64百万円

その他有価証券評価差額金 68百万円

その他   75百万円

繰延税金資産小計 860百万円

評価性引当額 △157百万円

繰延税金資産合計 703百万円

  

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 47百万円

その他 8百万円

繰延税金負債合計 55百万円

繰延税金資産の純額 647百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主要な項目別内訳

法定実効税率 41.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目    2.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない項
目

△3.1％

国内より税率が低い海外子会社の利益 △16.5％

連結上の受取配当金消去 22.5％

住民税均等割 3.9％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.1％

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主要な項目別内訳

法定実効税率 41.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない項
目

△4.5％

国内より税率が低い海外子会社の利益 △20.4％

連結上の受取配当金消去 25.4％

住民税均等割 5.5％

評価性引当額の増減 27.3％

その他 △2.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 75.1％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３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

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,730 2,341 17,071 － 17,071

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ 564 564 △564 －

計 14,730 2,906 17,635 △564 17,071

営業費用 14,442 2,713 17,155 △407 16,748

営業利益 288 192 480 △157 323

Ⅱ　資産 12,304 3,428 15,731 832 16,563

　（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　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は199百万円であり、その主なものは、当社

の総務部等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は2,429百万円であり、その主なものは、当社での余資運

用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。

５　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当

社および連結子会社は、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更しました。

　　これにより、当連結会計年度における営業費用は、「日本」が13百万円増加し、営業利益は、同額減少して

おります。　　

　　なお、当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額と備忘価額の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。　　

　　これにより、当連結会計年度における営業費用は、「日本」が60百万円増加し、営業利益は同額減少してお

ります。

６　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、国

内連結子会社が、当連結会計年度において役員退職慰労金規定の整備を行ったことに伴い、当連結会計年度

における営業費用は、「日本」が3百万円増加し、営業利益は同額減少しております。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３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）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 14,898 1,992 16,891 － 16,891

(2）セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ 693 693 △693 －

計 14,898 2,685 17,583 △693 16,891

営業費用 14,569 2,513 17,082 △531 16,551

営業利益 329 172 501 △161 340

Ⅱ　資産 12,241 2,931 15,172 149 15,321

　（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　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は228百万円であり、その主なものは、当社

の総務部等管理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は1,792百万円であり、その主なものは、当社での余資運

用資金（現金）、長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。

５　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当

連結会計年度より「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日公表分）

を適用しております。

これによる当連結会計年度の営業利益に与える影響は軽微であります。

６　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、国

内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。　

　　これにより、当連結会計年度における営業費用は、「日本」が21百万円増加し、営業利益は、同額減少して

おります。　　

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,341 2,341

Ⅱ　連結売上高（百万円） 17,071 17,071

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上の割合（％） 13.7 13.7

　（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
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,992 1,992

Ⅱ　連結売上高（百万円）  16,891

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上の割合（％） 11.8 11.8

　（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

（関連当事者情報）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

する会社

古林株式

会社

(注)１

神奈川県

鎌倉市
10

不動産の

貸付

被所有

直接　　2

兼任

１名

事務所

の賃借
賃借料 16

差入保証

金
62

　（注）１　当社代表取締役古林敬碩およびその近親者が100％を所有しております。

２　事務所の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて賃借料を決定しております。

３　古林株式会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。

４　取引金額は消費税等抜きの金額であります。

当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

（追加情報）

　当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用し

ております。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

１　役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

する会社

古林株式

会社

(注)１

神奈川県

鎌倉市
10

不動産の

貸付

被所有

直接　　2

兼任

１名

事務所

の賃借
賃借料 16

差入保証

金
60

　（注）１　当社代表取締役古林敬碩およびその近親者が100％を所有しております。

２　事務所の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて賃借料を決定しております。

３　古林株式会社との取引は、いわゆる第三者のための取引であります。

４　取引金額は消費税等抜きの金額であります。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 281.61円

１株当たり当期純利益 5.71円

１株当たり純資産額 248.47円

１株当たり当期純利益 0.51円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては潜在株式がないため、記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては潜在株式がないため、記載しておりません。

　（注）１　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

当連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 純資産の部の合計額（百万円） 5,924 4,838

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 932 794

（うち少数株主持分）（百万円） （928） 　（794） 

（うち従業員奨励及び福利基金への振替額）

（百万円）
（4） （－） 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 4,992 4,044

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式の数（千株）
17,727 16,275

　　 　２　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当期純利益（百万円） 105 13

普通株主に帰属しない金額（百万円） 4 4

（うち従業員奨励及び福利基金への振替額）

（百万円）
（4） （4）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 101 9

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,728 17,105
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 339 412

受取手形 257 303

売掛金 3,465 3,273

商品 240 －

製品 527 －

原材料 21 －

商品及び製品 － 785

仕掛品 313 166

貯蔵品 17 －

原材料及び貯蔵品 － 31

前払費用 48 96

関係会社短期貸付金 675 654

未収入金 297 277

繰延税金資産 41 49

その他 28 3

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 6,266 6,047

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 686 695

構築物（純額） 55 49

機械及び装置（純額） 1,409 1,350

車両運搬具（純額） 7 7

工具、器具及び備品（純額） 129 110

土地 1,575 1,575

建設仮勘定 28 227

有形固定資産合計 3,890 4,013

無形固定資産   

施設利用権 0 1

無形固定資産合計 0 1

投資その他の資産   

投資有価証券 2,010 1,356

関係会社株式 507 507

関係会社出資金 1,349 1,349

長期前払費用 6 5

繰延税金資産 325 428

その他 268 281

貸倒引当金 △16 △16

投資その他の資産合計 4,449 3,909

固定資産合計 8,339 7,923

資産合計 14,604 13,970



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,146 1,113

買掛金 2,793 2,645

短期借入金 900 1,500

1年内返済予定の長期借入金 1,126 1,141

1年内償還予定の社債 300 －

未払金 387 360

未払費用 66 61

未払法人税等 21 20

預り金 11 11

賞与引当金 99 82

設備関係支払手形 77 42

その他 113 67

流動負債合計 7,039 7,042

固定負債   

社債 300 600

長期借入金 1,841 1,625

退職給付引当金 415 393

役員退職慰労引当金 125 141

固定負債合計 2,682 2,759

負債合計 9,721 9,801

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,151 2,151

資本剰余金   

資本準備金 1,381 1,381

その他資本剰余金   

自己株式処分差益 2 2

資本剰余金合計 1,383 1,383

利益剰余金   

利益準備金 245 245

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 81 68

別途積立金 460 460

繰越利益剰余金 292 194

利益剰余金合計 1,077 967

自己株式 △8 △166

株主資本合計 4,603 4,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 280 △165

評価・換算差額等合計 280 △165

純資産合計 4,883 4,170

負債純資産合計 14,604 13,970



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 11,484 11,396

商品売上高 2,770 2,957

売上高合計 14,254 14,353

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 762 768

当期製品製造原価 10,199 10,329

当期商品仕入高 2,462 2,492

合計 13,424 13,589

商品及び製品期末たな卸高 768 785

売上原価合計 12,656 12,804

売上総利益 1,598 1,549

販売費及び一般管理費   

運送諸掛 463 441

役員報酬 102 94

給料及び手当 477 430

賞与引当金繰入額 24 22

退職給付費用 5 13

役員退職慰労引当金繰入額 15 16

法定福利費 84 79

旅費及び交通費 58 61

減価償却費 8 3

研究開発費 148 145

その他 247 240

販売費及び一般管理費合計 1,631 1,543

営業利益又は営業損失（△） △33 6

営業外収益   

受取利息 14 12

受取配当金 143 174

関係会社賃貸料 28 28

雑収入 53 52

営業外収益合計 239 266

営業外費用   

支払利息 85 83

減価償却費 12 13

雑損失 105 108

営業外費用合計 202 204

経常利益 4 67



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別利益   

保険差益 － 20

受取保険金 203 －

特別利益合計 203 20

特別損失   

投資有価証券評価損 － 15

固定資産除却損 13 －

特別損失合計 13 15

税引前当期純利益 193 71

法人税、住民税及び事業税 19 11

法人税等調整額 69 83

法人税等合計 88 94

当期純利益又は当期純損失（△） 105 △23



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,151 2,151

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,151 2,151

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,381 1,381

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,381 1,381

その他資本剰余金   

前期末残高 2 2

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 2 2

資本剰余金合計   

前期末残高 1,383 1,383

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1,383 1,383

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 245 245

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 245 245

その他利益剰余金   

退職慰労積立金   

前期末残高 53 －

当期変動額   

退職慰労積立金の取崩 △53 －

当期変動額合計 △53 －

当期末残高 － －

圧縮記帳積立金   

前期末残高 96 81

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △15 △13

当期変動額合計 △15 △13

当期末残高 81 68



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 460 460

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 460 460

繰越利益剰余金   

前期末残高 225 292

当期変動額   

剰余金の配当 △106 △88

当期純利益又は当期純損失（△） 105 △23

退職慰労積立金の取崩 53 －

圧縮記帳積立金の取崩 15 13

当期変動額合計 66 △98

当期末残高 292 194

利益剰余金合計   

前期末残高 1,079 1,077

当期変動額   

剰余金の配当 △106 △88

当期純利益又は当期純損失（△） 105 △23

退職慰労積立金の取崩 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △2 △111

当期末残高 1,077 967

自己株式   

前期末残高 △8 △8

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △158

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △1 △158

当期末残高 △8 △166

株主資本合計   

前期末残高 4,605 4,603

当期変動額   

剰余金の配当 △106 △88

当期純利益又は当期純損失（△） 105 △23

自己株式の取得 △1 △158

自己株式の処分 0 1

当期変動額合計 △2 △268

当期末残高 4,603 4,334



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 644 280

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △364 △445

当期変動額合計 △364 △445

当期末残高 280 △165

評価・換算差額等合計   

前期末残高 644 280

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △364 △445

当期変動額合計 △364 △445

当期末残高 280 △165

純資産合計   

前期末残高 5,249 4,883

当期変動額   

剰余金の配当 △106 △88

当期純利益又は当期純損失（△） 105 △23

自己株式の取得 △1 △158

自己株式の処分 0 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △364 △445

当期変動額合計 △366 △714

当期末残高 4,883 4,170



継続企業の前提に関する事項

　該当事項はありません。

－ 1 －
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