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(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 17,403 △4.0 161 △40.9 381 △21.9 225 17.8

20年3月期 18,137 5.2 273 △62.7 488 △49.6 191 △66.1

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 25 62 ― 2.5 2.4 0.9

20年3月期 21 11 ― 2.1 2.9 1.5

(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

(2) 連結財政状態

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 15,562 8,716 56.0 1,006 89

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 8,716百万円 20年3月期 9,093百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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 1,781 △1,283 △267 1,429

20年3月期 1,155 △1,871 460 1,234

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 ― 7 00 ― 7 00 14 00 126 66.3 1.4

21年3月期 ― 7 00 ― 7 00 14 00 122 54.6 1.4

22年3月期(予想) ― 7 00 ― 7 00 14 00 28.9

(％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 8,300 △9.4 200 95.4 300 41.6 150 △25.9 17 33

通 期 17,000 △2.3 500 209.2 700 83.4 420 86.6 48 52

－1－



4. その他 

 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         有 

〔(注) 詳細は23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。〕 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

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 

 

 
  

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） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し 

 たものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  なお、業績予想に関する事項につきましては、添付資料の４ページをご参照ください。 

  

(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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 21年3月期 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 671,550株 20年3月期 383,294株

(参考) 個別業績の概要

(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 16,596 △3.5 195 △19.2 424 △5.0 168 3.6

20年3月期 17,207 5.9 241 △62.3 447 △49.0 162 △67.6

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 19 15 ―

20年3月期 17 94 ―

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 14,109 8,101 57.4 935 85

20年3月期 15,482 8,390 54.2 938 00

(参考) 自己資本 21年3月期 8,101百万円 20年3月期 8,390百万円

(％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)

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 7,800 △10.7 200 147.7 300 44.5 150 106.2 17 33

通 期 16,000 △3.6 500 156.1 700 64.8 400 137.7 46 21
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当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発する金融市場の混乱などによる世界

経済の減速が国内にも影響を与え、企業収益は大幅な減少を余儀なくされました。 

 さらに、雇用情勢の悪化などにより、国内経済の情勢はかつてなく厳しい状況で推移しました。 

  このような経営環境の中、当社は全社一丸となり、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、企業価値の増大に取り組みました。 

  その結果、売上高は174億３百万円（前期比4.0％減）となり、原油、原材料価格の高騰等もあり、営

業利益１億61百万円（前期比40.9％減）、経常利益３億81百万円（前期比21.9％減）となりましたが、

当期純利益は２億25百万円（前期比17.8％増）となりました。 

 販売部門別状況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、飼料価格の高騰を受け養鶏業界では羽数の調整や卵の値上げを実施しましたが、需要

が伸びず鶏卵トレーと鶏卵個装容器ともに減収となりました。 

 農業分野では、春先の天候不順による受注数量減のメロン用トレーと景気低迷の影響を受け需要減と

なったりんご用トレーでは減収になりましたが、新規拡販に注力したトマト、梨、デコポン用トレーが

前年を上回り青果物トレー全体では増収となりました。育苗ポット関連では、花菜ポットは機能面で評

価されトマト、イチゴ向けで増加しましたが、水稲用、野菜用ポットは減収となり農畜産全体では減収

となりました。 

 工業品分野では、医療機器向けで増収になりましたが、他素材との競合激化や世界的な景気低迷で家

電、事務機器や住宅関連設備で減収となりました。 

 この結果、パルプモウルド部門合計の売上高は60億51百万円（前期比2.7％減）となりました。 

 〔樹脂部門〕 

 フィルム分野では、ＰＳフィルムの主要用途である食品トレー向け熱ラミ製品で、懸念された国内景

気悪化に伴う大きな需要減退もなく堅調に推移しました。この市場環境のもと品質改善、生産体制の強

化および顧客満足向上に繋がる提案活動を積極的に推し進めたことで販売数量増となり、同時に原材料

価格高騰に伴う製品価格の改定も浸透し、増収となりました。キャストフィルムは、衛生材フィルムの

通気性タイプへの置換が更に進み数量は減少しましたが、電機・電子・音響材料ならびにラベル・テー

プなど新フィルムの開発を推進したことにより増収となりました。その結果、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、農業減反政策の継続および土木関連需要の減少など肥料市場の縮小が続く状況のな

か、社内他部門との連携強化による需要掘り起こしと原材料高騰による製品の価格改定が進んだことで

増収となりました。 

 この結果、樹脂部門合計の売上高は37億23百万円（前期比9.9％増）となりました。 

 〔紙袋部門〕 

 国内紙袋総需要は平成１９年度に記録した 低数量から今年度は、さらに約５％減少し、構造的減少

傾向に歯止めが掛からない状況が続いています。これは紙袋業界の主要需要先である石油化学業界を中

心とした生産拠点の海外移転をはじめ、国内需要ではセメント、米麦、製粉各分野での消費低迷および

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

  ①当期の経営成績
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バルク輸送増加などの要因が慢性的に存在していることによります。 

 この状況下、当社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の顧客が求める、品質高度

化への対応としてクリーンルーム・コンセプトに基づく工場生産環境の改善および新製品開発、技術サ

ービスを重点施策として取り組み、新規需要開拓に努めましたが、需要減を補填することができず減収

となりました。 

 この結果、紙袋部門合計の売上高は17億55百万円（前期比7.8％減）となりました。 

 〔海外部門〕 

 紙袋分野では、アジア市場において安定成長の続く高機能プラスチックおよび食品製粉業界向けを重

点拡販分野と位置づけ機能製品の提案活動を展開しました。上半期は計画通り順調な伸びを示しました

が、下半期に入り米国を震源とする世界同時不況はアジア経済にも深刻な影響を及ぼし、各種製品の生

産量が急速に冷え込むのに伴い包装袋需要も激減しました。原材料市況乱高下と世界同時不況という環

境のもと、クリーンルーム・コンセプトに基づいた生産環境の整備など、前述の課題達成に全力を傾注

いたしましたが総需要の落込みが激しく売上高を大きく落とす結果となりました。 

 樹脂袋分野および防湿性フレキシブルコンテナを中心とする関連商品についても同様に減収となりま

した。 

 この結果、海外部門合計の売上高は、急速な円高の進展とも相俟って円貨換算での売上高の減少は大

きなものとなり、23億９百万円（前期比24.9％減）となりました。 

 〔段ボール部門〕 

 工業分野では、品質と生産性向上に積極的に取り組み、包装形態の改善提案等によって既存および新

規顧客への拡販に努めましたが、昨年秋口からの急速な景気の減速による個人消費の低迷や顧客企業の

生産調整などにより、電機、自動車、住宅関連をはじめ各需要分野において大きく販売量が減少しまし

た。 

 農業分野では、食の安全への国産品志向の流れはあるものの、農産物の作付面積の減少やコンテナ輸

送等の包装形態の変化に加え、急激な消費低迷による厳しい環境のなか、販売促進活動の強化に努めた

結果、増収となりました。 

 この結果、一昨年来の価格改定の浸透等もあり、段ボール部門合計の売上高は28億50百万円（前期比

4.1％増）となりました。 

〈その他の事業〉 

 競争激化の厳しい環境の中、新規開拓等に鋭意努力しましたが、前期比12.3％減の７億12百万円とな

りました。 

②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、世界的な景気後退が続く中で企業の収益力は低下し、雇用環境の悪化

や企業業績に対する先行懸念により、個人消費の抑制傾向は一層強まるとの予想から、景気の後退局面

は長期化するものと思われます。 

 このような経営環境の中、当社グループは全社一丸となり、業務の効率化、コストの削減のためのあ

らゆる施策に取り組むとともに、顧客満足の質向上の推進により業績の向上を図り、企業価値の増大を

目指してまいります。 

 次期業績は、売上高170億円(前期比2.3％減)、営業利益５億円(前期比209.2％増)、経常利益７億円

(前期比83.4％増)、当期純利益４億20百万円(前期比86.6％増)を予測しております。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産合計は155億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億78百万円

の減少となりました。流動資産については、受取手形及び売掛金やたな卸資産の減少により前連結会計

年度末に比べて８億66百万円減少しております。固定資産については、有形固定資産の償却が進み、前

連結会計年度末に比べて２億11百万円減少しております。 

 当連結会計年度末における負債合計は68億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億１百万円の

減少となりました。流動負債については、主に支払手形及び買掛金の減少により、前連結会計年度末に

比べて５億28百万円減少しております。固定負債については、主に長期借入金の減少により、前連結会

計年度末に比べて１億72百万円減少しております。 

 当連結会計年度末における純資産合計は87億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億76百万円

の減少となりました。これは、主に自己株式の増加、その他有価証券評価差額金の減少によるものであ

ります。 

 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、前連結会計年度末に比べ

１億95百万円増加し、当連結会計年度末には14億29百万円となりました。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） 

  営業活動の結果得られた資金は、17億81百万円となりました。これは主に、減価償却費10億49  

 百万円の計上及び売上債権の減少７億９百万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、12億83百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取 

 得による支出11億５百万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、２億67百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済   

 による支出３億52百万円によるものであります。 

  

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
        ・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／営業キャッシュ・フロー 

    ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）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) 財政状態に関する分析

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 58.0 56.8 56.7 54.6 56.0

時価ベースの自己資本比率 31.0 38.8 33.1 28.5 30.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.4 0.8 0.9 1.3 0.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

35.1 39.7 27.1 30.3 48.6
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    2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式を除く）により算出しております。 

  3.営業キャッシュ・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支払っている短期借入

金、長期借入金（1年以内返済分を含む）を対象としております。なお、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。 

  

当社グループは、株主重視の配当の実施を基本としており、生産性の向上等による利益体質の強化を

図りながら、安定的に配当を実施する所存であります。内部留保資金につきましては、今後の事業拡大

と経営環境の変化に備え、設備並びに研究開発投資と財務体質強化のための基礎資金として充実に努め

て参る所存であります。これは将来の利益に貢献し、株主の皆様への安定的な配当に寄与するものと考

えております。 

 当期の配当につきましては、期末配当は１株当たり７円とし、中間配当と合わせて年間では１株当た

り１４円を予定しております。また、次期の配当につきましては、当期と同じく年間合計で１株当たり

１４円を予定しております。 

  

当社グループが購入しております樹脂や原紙等の価格が、石油価格等の動向で変動することによっ

て、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループの需要先には、農産関係が含まれておりますが、台風等の天候変化の影響でこれらの生

産物の出荷が変動することによって、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 また、当社海外営業所及び当社グループの海外子会社の売上、費用、債権を含む現地通貨建ての項目

は、連結財務諸表作成のため円換算されております。従いまして、為替レートの変動によって、当社グ

ループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

 近の有価証券報告書（平成20年6月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

2. 企業集団の状況
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当社グループは、環境にやさしい企業集団として「常に新しく価値ある商品・サービスを提供する」

ことを基本理念として、グローバルな事業活動を展開し、社会に貢献する企業グループであり続けるこ

とを目指しております。 

  また、堅実で活力ある企業集団として成長分野で優れた業績をあげ、株主の皆様からの信頼と期待に

こたえるため、健全で安定した経営を推進しております。 

  

 当社グループは、当社及び子会社３社で構成され、主な事業内容は包装関連資材の製造及び販売を

通して、包装資材分野におけるアジアでのリーディングカンパニーを目指しており、その他にも情報シ

ステム事業並びにデザイン関連事業を展開しております。 

 「ロジスティクスにおける 適解を提供する」ことを事業活動の中心に据え、環境変化に迅速に対応

すると共に、コア・コンピタンスに根ざした新規製品・事業の育成、顧客満足を目指した営業活動の展

開、全社をあげての抜本的なコスト削減、効率的かつ効果的な財務体質への転換などの諸施策を着実に

実践して業績向上に努め、一層強靭で収益力のある企業体質の構築を目指す所存であります。 

   その具体的取組は以下の通りであります。 

・ 企業体質の強化を目的として、経営構造の効率化を図るとともに、技術・制度・業務の革新に取組

み、企業集団あげてのコスト削減に尽力いたします。 

・ 資源の有効利用と廃棄物低減のニーズに応えるべく、独自の技術・ノウハウを活用して、古紙リサ

イクルのパルプモウルドによる環境にやさしい製品の提供で、環境負荷低減の提案をいたします。 

・ 将来へ向けた「強さの仕組づくり」のため、技術リソースを生かした連携強化及び融合で、事業の

再構築と新規事業開発を積極的に推進致します。 

・ 市場のニーズにマッチした競争力のある製品・サービスの提供へ、当社グループの持つ技術・知識

を結集、注力することにより、総合力を高めます。 

・ 従来とは違う発想・角度から、新市場・新需要の開拓と環境に配慮した製品・商品の開発を行ない

ます。 

・ ㈱アクシスにおいて、情報技術事業とデザイン関連事業を融合し、ＩＴ（情報技術）ビジネスの中

で新しい高付加価値事業への展開を目指します。 

  

今後の見通しにつきましては、原材料価格の動向や景気の後退等、先行き不透明な状況が続くと思わ

れます。 

  このような経営環境の中、当社は顧客満足度の更なる向上に努めるとともに、内部統制体制の構築な

らびにＣＳＲ（企業の社会的責任）推進体制の強化を行い、業績の向上と企業価値の増大を図ってまい

ります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

（単位：千円）

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 1,546,603 1,671,970

受取手形及び売掛金 4,423,401 3,672,534

たな卸資産 1,450,367 －

商品及び製品 － 595,314

仕掛品 － 93,425

原材料及び貯蔵品 － 586,148

繰延税金資産 108,644 119,787

その他 186,070 106,699

貸倒引当金 △16,288 △13,596

流動資産合計 7,698,797 6,832,285

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,518,782 2,459,515

機械装置及び運搬具（純額） 2,928,977 2,476,503

土地 1,560,377 1,560,377

リース資産（純額） － 13,601

建設仮勘定 6,615 319,466

その他（純額） 133,011 126,146

有形固定資産合計 ※２  7,147,765 ※２  6,955,609

無形固定資産 113,855 133,927

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  813,093 ※１  710,212

長期貸付金 22,585 18,444

繰延税金資産 251,103 419,932

前払年金費用 217,869 191,693

その他 ※２  379,995 ※２  304,673

貸倒引当金 △4,589 △4,609

投資その他の資産合計 1,680,058 1,640,347

固定資産合計 8,941,678 8,729,884

資産合計 16,640,476 15,562,170

大石産業㈱　（3943）  平成21年３月期決算短信

－8－



（単位：千円）

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 3,374,122 2,787,040

短期借入金 734,183 786,067

リース債務 － 3,685

未払法人税等 － 84,470

未払消費税等 － 117,427

賞与引当金 224,653 229,749

設備関係支払手形 367,008 257,852

その他 659,487 564,713

流動負債合計 5,359,455 4,831,006

固定負債   

長期借入金 793,743 659,900

リース債務 － 11,034

繰延税金負債 64,215 －

退職給付引当金 1,028,776 1,041,646

役員退職慰労引当金 157,519 172,985

その他 143,726 129,509

固定負債合計 2,187,981 2,015,075

負債合計 7,547,436 6,846,082

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,388 345,489

利益剰余金 8,371,121 8,472,177

自己株式 △177,702 △340,282

株主資本合計 9,005,207 8,943,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 264,143 93,419

為替換算調整勘定 △176,311 △321,115

評価・換算差額等合計 87,831 △227,696

純資産合計 9,093,039 8,716,088

負債純資産合計 16,640,476 15,562,170
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：千円）

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 18,137,156 17,403,855

売上原価 ※５  14,739,030 ※５  14,235,515

売上総利益 3,398,126 3,168,339

販売費及び一般管理費 ※１, ※５  3,124,667 ※１, ※５  3,006,653

営業利益 273,458 161,686

営業外収益   

受取利息 11,445 8,864

受取配当金 14,042 14,756

受取賃貸料 209,806 211,340

その他 106,101 77,285

営業外収益合計 341,395 312,247

営業外費用   

支払利息 37,851 36,067

不動産賃貸費用 18,326 18,199

為替差損 50,815 17,606

売上割引 11,225 11,146

その他 7,950 9,165

営業外費用合計 126,170 92,185

経常利益 488,683 381,747

特別利益   

固定資産売却益 ※２  2,902 ※２  －

投資有価証券売却益 849 －

貸倒引当金戻入額 － 2,672

特別利益合計 3,752 2,672

特別損失   

固定資産除却損 ※３  27,886 ※３  17,970

投資有価証券評価損 5,857 24,721

たな卸資産評価損 ※４  － ※４  71,140

過年度役員退職慰労引当金繰入額 140,248 －

特別損失合計 173,991 113,832

税金等調整前当期純利益 318,444 270,587

法人税、住民税及び事業税 183,986 181,759

法人税等調整額 ※６  △56,560 ※６  △136,266

法人税等合計 127,426 45,492

当期純利益 191,018 225,094
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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 466,400 466,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 466,400 466,400

資本剰余金   

前期末残高 345,388 345,388

当期変動額   

自己株式の処分 － 100

当期変動額合計 － 100

当期末残高 345,388 345,489

利益剰余金   

前期末残高 8,307,326 8,371,121

当期変動額   

剰余金の配当 △127,223 △124,039

当期純利益 191,018 225,094

当期変動額合計 63,795 101,055

当期末残高 8,371,121 8,472,177

自己株式   

前期末残高 △106,015 △177,702

当期変動額   

自己株式の取得 △71,686 △164,167

自己株式の処分 － 1,588

当期変動額合計 △71,686 △162,579

当期末残高 △177,702 △340,282

株主資本合計   

前期末残高 9,013,099 9,005,207

当期変動額   

剰余金の配当 △127,223 △124,039

当期純利益 191,018 225,094

自己株式の取得 △71,686 △164,167

自己株式の処分 － 1,689

当期変動額合計 △7,891 △61,422

当期末残高 9,005,207 8,943,784
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(単位：千円)

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 516,687 264,143

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △252,544 △170,723

当期変動額合計 △252,544 △170,723

当期末残高 264,143 93,419

為替換算調整勘定   

前期末残高 △141,185 △176,311

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35,125 △144,804

当期変動額合計 △35,125 △144,804

当期末残高 △176,311 △321,115

評価・換算差額等合計   

前期末残高 375,501 87,831

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △287,669 △315,528

当期変動額合計 △287,669 △315,528

当期末残高 87,831 △227,696

純資産合計   

前期末残高 9,388,601 9,093,039

当期変動額   

剰余金の配当 △127,223 △124,039

当期純利益 191,018 225,094

自己株式の取得 △71,686 △164,167

自己株式の処分 － 1,689

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △287,669 △315,528

当期変動額合計 △295,561 △376,951

当期末残高 9,093,039 8,716,088
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 318,444 270,587

減価償却費 1,025,039 1,049,436

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41,289 △2,672

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,064 5,096

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,450 12,870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 157,519 15,466

受取利息及び受取配当金 △25,487 △23,620

支払利息 37,851 36,067

為替差損益（△は益） 6,992 36,631

固定資産売却損益（△は益） △2,902 －

固定資産除却損 27,886 17,970

投資有価証券売却損益（△は益） △849 －

投資有価証券評価損益（△は益） 5,857 24,721

売上債権の増減額（△は増加） 234,900 709,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △260,493 20,892

たな卸資産評価損 － 71,140

前払年金費用の増減額（△は増加） △254 26,176

仕入債務の増減額（△は減少） 243,592 △527,972

その他 △197,148 137,485

小計 1,558,175 1,879,839

利息及び配当金の受取額 25,487 21,699

利息の支払額 △38,137 △36,673

法人税等の還付額 － 23,417

法人税等の支払額 △390,063 △107,195

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,155,461 1,781,087

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 △447,000 △307,038

定期預金の払戻による収入 435,000 377,000

有形固定資産の取得による支出 △1,836,263 △1,105,989

有形固定資産の除却による支出 △9,130 △4,350

有形固定資産の売却による収入 2,902 －

無形固定資産の取得による支出 △13,932 △38,837

投資有価証券の取得による支出 △6,026 △208,430

投資有価証券の売却による収入 1,000 －

貸付けによる支出 △36,000 △33,000

貸付金の回収による収入 38,430 37,085

その他 △593 385

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,871,613 △1,283,174
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（単位：千円）

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) 

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） △79,427 156,122

長期借入れによる収入 1,000,000 214,760

長期借入金の返済による支出 △262,148 △352,318

自己株式の売却による収入 － 1,689

自己株式の取得による支出 △71,686 △164,167

配当金の支払額 △126,722 △123,852

その他 180 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 460,194 △267,767

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,344 △34,817

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,301 195,328

現金及び現金同等物の期首残高 1,516,904 1,234,603

現金及び現金同等物の期末残高 1,234,603 1,429,931
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 該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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 (1) 連結子会社の数

  ㈱アクシス、CORE PAX(M)SDN.

 BHD.、大連大石包装有限公司の３社

(1) 連結子会社の数

      同左

(2) 非連結子会社 

  ㈱ユニパック 

   なお、同社は現在営業活動を 

  行っておりません。

(2) 非連結子会社 

   同左

(3) 非連結子会社について連結の範囲 

 から除いた理由 

 非連結子会社は、その純資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金（持ち

分に見合う額）等からみて、小規模会

社であり、かつ、全体としても連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ため、連結の範囲から除外しておりま

す。 

(3) 非連結子会社について連結の範囲 

 から除いた理由 

    同左 

２ 持分法の適用に関する事

項

 非連結子会社に対する投資について

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、持分法を適

用せず原価法により評価しておりま

す。 

 非連結子会社は、上記１の(2)に記

載の１社であります。

   同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち、大連大石包装有

限公司の決算日は、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。

 連結子会社のうち、大連大石包装有

限公司の決算日は、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。 

 従来、連結子会社のうち、決算日が

３ 月 31 日 で あ っ た、CORE  PAX(M)

SDN.BHD．について、決算日を12月31

日に変更したことにより、当連結会計

年度については、12月31日の財務諸表

を利用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引について必要な調整を行っ

ております。

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 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)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① その他有価証券

  時価のあるもの

   同左 

 

    

  

 

  時価のないもの

   移動平均法による原価法

  時価のないもの 

   同左
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項目
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)

 ② たな卸資産

  商品・主要原材料

   主として月別総平均法による原

価法

 ② たな卸資産

  商品・主要原材料

   主として月別総平均法による原

価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）

  製品・仕掛品

   売価還元原価法による原価法、

ただし、親会社におけるパルプ

モウルド部門の一部及び㈱アク

シスの仕掛品は個別法による原

価法、CORE  PAX(M)SDN.BHD.の

製品、仕掛品は総平均法による

低価法、大連大石包装有限公司

の製品、仕掛品は総平均法によ

る原価法

  製品・仕掛品

   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（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。 

 ただし、親会社におけるパル

プモウルド部門の一部及び㈱ア

クシスの仕掛品は個別法による

原価法（収益性の低下による簿

価切下げの方法）、CORE PAX

(M)SDN.BHD.の製品、仕掛品は

総平均法による低価法、大連大

石包装有限公司の製品、仕掛品

は総平均法による原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方

法）によっております。

  補助材料

   終仕入原価法による原価法

  補助材料

   終仕入原価法による原価法 

  （収益性の低下による簿価切下 

   げの方法） 
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項目
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)

（会計処理の変更）

当社の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、当

連結会計年度から「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、当連結会計年度の営

業利益及び経常利益は37,198千

円減少し、税金等調整前当期純

利益は72,242千円減少しており

ます。 

 また、当社及び国内連結子会

社の製品及び仕掛品、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

連結会計年度の営業利益及び経

常利益は34,917千円、税金等調

整前当期純利益は71,012千円減

少しております。 
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項目
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)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却

方法 

 ①有形固定資産

 主として定率法、ただし、CORE 

PAX (M) SDN.BHD.及び大連大石包

装有限公司は定額法

  なお、CORE PAX (M) SDN.BHD.及

び大連大石包装有限公司を除く国

内連結会社において、平成10年４

月１日以降取得した建物(建物付属

設備を除く)については、定額法を

採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

  建物     ７～65年

  機械及び装置 ２～12年

 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 （会計処理の変更）

 当社及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日以後

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。この変更に伴い、前連結会計

年度と同一の方法によった場合に

比べ、営業利益、経常利益、税金

等調整前当期純利益はそれぞれ

56,966千円減少しております。 

 （追加情報）

 なお、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法に

よっております。 

 この変更に伴い、営業利益、経

常利益、税金等調整前当期純利益

はそれぞれ67,236千円減少してお

ります。  

  

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却方法

①有形固定資産

 主として定率法、ただし、CORE 

PAX (M) SDN.BHD.及び大連大石包

装有限公司は定額法 

  なお、CORE PAX (M) SDN.BHD.

及び大連大石包装有限公司を除く

国内連結会社において、平成10年

４月１日以降取得した建物(建物付

属設備を除く)については、定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 建物     ７～65年 

 機械及び装置 ２～12年 

 また、CORE PAX（M）SDN.BHD.及

び大連大石包装有限公司を除く国

内連結会社において、平成19年３

月31日以前に取得したものについ

ては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

（追加情報）

 当社及び国内連結子会社は、当

連結会計年度より、機械及び装置

の一部について、従来、耐用年数

を10年としておりましたが、税制

改正を契機に資産の利用状況を見

直した結果、耐用年数を12年に変

更しました。 

 これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益が

7,849千円増加しております。
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項目
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)

②無形固定資産 

 ソフトウェア 

 (自社利用) 

 社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法

－

  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

③投資不動産 

 定額法 

  

 

  

 

  

 

(追加情報) 

 当連結会計年度から、平成19年３

月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

 当該変更に伴う影響は軽微であり

ます。   

②無形固定資産 

 ソフトウェア 

 (自社利用) 

  同 

  

 

 ③リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に関するリース資産 

 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。

当社及び国内連結子会社は「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）を当連結会

計年度から適用し、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。 

 これによる損益への影響はありま

せん。 

 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投資不動産 

 同左 

  

 平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっておりま

す。
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項目
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) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  期末現在に有する債権の貸倒れに

よる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率法により、貸倒

懸念債権及び破産更生債権について

は財務内容評価法により、個別に回

収可能性を勘案し、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

  従業員に対して支給する賞与に充

てるため、支給対象期間に応じた支

給見込額を計上しております。

 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

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。

 過去勤務債務については、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(13年)による按分額

を費用処理しております。

 数理計算上の差異については、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(13年)による按分額をそれぞれ

発生の翌連結会計年度から費用処理

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

 役員の退職慰労金の支給に充て

るため、内規に基づく連結会計年

度要支給額を計上しております。 

(会計処理の変更)  

 役員退職慰労引当金は、従来、

支出時の費用として処理しており

ましたが、当連結会計年度より

「租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金並び

に役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」（日本公認会計

士協会 平成19年４月13日監査・

保証実務委員会報告第42号）を適

用し、連結会計年度末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上す

る方法に変更しております。 

 この変更に従い、従来の方法と

比較して、当連結会計年度の営業

利益及び経常利益は17,271千円、

税金等調整前当期純利益は157,519

千円減少しております。

 ④役員退職慰労引当金

 同左

 
  
 
―
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項目
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)

(4) 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。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

  為替予約について振当処理の要件

を満たしている場合は振当処理を採

用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 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…為替予約

   ヘッジ対象…外貨建営業取引に

係る債権

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

  同左

 ③ヘッジ方針

  内規に基づき、外貨建営業取引に

係る債権債務の為替変動リスクを回

避する目的で行っております。原則

として１年を超える長期契約は行わ

ない方針であります。

 ③ヘッジ方針

  同左

 ④ヘッジ有効性評価の方法

  有効性の評価については、決算日

及び決済日(為替予約の実行日)に予

約レート比較により評価を行ってお

ります。

 ④ヘッジ有効性評価の方法

  同左

(6) 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

(6) 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

法については、全面時価評価法を採用

しております。

  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

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

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カ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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  （会計方針の変更） 

 
  

  （表示方法の変更） 

 
  

(7) 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)

― (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)

 「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)を当連結会計年度から適

用しております。これにより当連結会計年度の経常利益

は9,453千円減少し、当期純利益は120,111千円増加して

おります。

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)

― (連結貸借対照表)

 財務諸表等規則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

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635,590千円、153,483千円、661,292千円でありま

す。
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

(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 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 10,000千円

非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 10,000千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額  14,901,445千円 

投資不動産の減価償却累計額     182,783千円

有形固定資産の減価償却累計額   15,435,899千円 

投資不動産の減価償却累計額       187,875千円

(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のうち主要な科目

給料及び手当 724,026千円

賞与引当金繰入額 97,309千円

退職給付費用 71,515千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,271千円

減価償却費 35,545千円

貸倒引当金繰入額 33,475千円

発送運賃 1,033,306千円
 

販売費及び一般管理費のうち主要な科目

給料及び手当 743,142千円

賞与引当金繰入額 99,002千円

退職給付費用 85,787千円

役員退職慰労引当金繰入額 15,466千円

減価償却費 32,698千円

発送運賃 965,737千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具売却益 2,902千円

―

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物除却損 3,398千円

機械装置及び運搬具除却損 14,364千円

その他(工具器具及び備品)除却損 992千円

解体撤去費用 9,130千円

固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物除却損 2,050千円

機械装置及び運搬具除却損 11,373千円

その他(工具器具及び備品)除却損 196千円

解体撤去費用 4,350千円

※４ ―

 

たな卸資産評価損の内訳は次のとおりであります。

売価還元法から総平均法に変更し
たことによる評価損

35,044千円

原価法から原価法（収益性の低下
による簿価切下の方法）に変更し
たことによる評価損

36,095千円

※５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、70,015千円であります。

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、87,188千円であります。

※６ ― 法人税等調整額には、連結子会社であるCORE PAX

(M)SDN.BHD.においてマレーシアの再投資控除制度

に係る繰延税金資産を認識したことによる調整額

127,106千円を含んでおります。
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(変動事由の概要)  

 増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

  会社法165条第２項の規定に基づくもの 141,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加        1,983株 

  

    該当事項はありません。 

  

 
  

 
  

(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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,328,000 － － 9,328,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 240,311 142,983 － 383,294

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年6月27日 
定時株主総会

普通株式 63,613 7.00 平成19年3月31日 平成19年6月28日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 63,609 7.00 平成19年9月30日 平成19年12月7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 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年6月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 62,612 7.00 平成20年3月31日 平成20年6月27日
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

会社法165条第２項の規定に基づくもの 281,000株 

単元未満株式の買取りによる増加      10,422株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の売渡による減少          3,166株 

  

   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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 9,328,000 － － 9,328,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 383,294 291,422 3,166 671,550

３ 新株予約権等に関する事項

４ 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

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成20年6月26日 
定時株主総会

普通株式 62,612 7.00 平成20年3月31日 平成20年6月27日

平成20年11月14日 
取締役会

普通株式 61,426 7.00 平成20年9月30日 平成20年12月10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 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年6月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 60,595 7.00 平成21年3月31日 平成21年6月26日
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(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

現金及び預金勘定 1,546,603千円

預入期間が３カ月を超える 
定期預金

△312,000千円

現金及び現金同等物 1,234,603千円
 

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

現金及び預金勘定 1,671,970千円

預入期間が３カ月を超える
定期預金

△242,038千円

現金及び現金同等物 1,429,931千円
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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) 

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、全セ

グメントの売上高の合計、営業利益及び全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。 

  

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品及び商品の使用目的に応じて、区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

    (1)包装関連資材製造販売業……パルプモウルドトレー（鶏卵容器、農産物容器、一般工業容器）、大型クラフ

                   ト紙袋、ポリスチレンフィルム、ポリエチレン袋、ポリエチレンフィルム、段

                   ボールケース、段ボールシート、その他包装関連製品、商品等 

        (2)その他の事業…………………ソフトウェア、ハードウェア、映像、デザイン等 

３ 全ての営業費用は各セグメントに配分されているため、配賦不能営業費用はありません。 

４ 全ての資産は各セグメントに配分されているため、全社資産はありません。 

５ 前連結会計年度まで、「包装関連資材製造販売業」の売上高及び営業利益の金額の合計額に占める割合がい

ずれも90％超であったため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、当連結会計年度

においては、「その他の事業」の全セグメントに占める重要性が高まったため、事業の種類別セグメント情

報を記載しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

包装関連資材製
造販売業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
 (千円)

消去 
(千円)

連結
 (千円)

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 16,690,993 712,861 17,403,855 ─ 17,403,855

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

137 146,357 146,494 (146,494) ─

計 16,691,131 859,218 17,550,349 (146,494) 17,403,855

   営業費用  16,488,781 915,302 17,404,083 (161,914) 17,242,169

   営業利益又は 
   営業損失(△)

202,349 △56,083 146,266 15,420 161,686

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

資産 14,755,067 839,567 15,594,635 (32,464) 15,562,170

減価償却費 1,043,840 7,512 1,051,353 (1,917) 1,049,436

  資本的支出 1,060,223 6,847 1,067,071 (9,331) 1,057,739
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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) 

 
(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 各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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用(917,602千円)の主なものは、親会社本社の総務

部門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(3,524,379千円)は、親会社本社の総務部門等管理部門

に係る資産であります。 

  

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) 

 
(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 各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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用(915,505千円)の主なものは、親会社本社の総務

部門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(3,801,393千円)は、親会社本社の総務部門等管理部門

に係る資産であります。 

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 14,951,090 3,186,066 18,137,156 ― 18,137,156

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

151,982 57,760 209,743 (209,743) ―

計 15,103,072 3,243,827 18,346,899 (209,743) 18,137,156

営業費用 14,107,779 2,998,164 17,105,943 757,754 17,863,697

営業利益 995,292 245,663 1,240,956 (967,497) 273,458

Ⅱ 資産 12,135,230 1,651,103 13,786,333 2,854,142 16,640,476

日本 
(千円)

アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 15,002,489 2,401,365 17,403,855 ─ 17,403,855

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

100,718 68,313 169,032 (169,032) ─

計 15,103,208 2,469,679 17,572,887 (169,032) 17,403,855

営業費用 14,189,586 2,294,556 16,484,143 758,025 17,242,169

営業利益 913,621 175,122 1,088,743 (927,057) 161,686

Ⅱ 資産 10,855,130 1,573,652 12,428,783 3,133,387 15,562,170
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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) 

 
(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 各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。 

  

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) 

 
(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 各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。 

  

３ 海外売上高

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,321,558 3,321,558

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ 18,137,156

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.3 18.3

アジア 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 2,565,569 2,565,569

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ 17,403,855

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.7 14.7
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
３ 時価評価されていない有価証券 

(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く) 

 
  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債権の連結決算日後における償還予定額 

前連結会計年度(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(平成21年３月31日) 

 
  

(有価証券関係)

区分

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)

取得原価 
 (千円)

連結決算日
 における 
 連結貸借 
 対照表計上

額 
 (千円)

差額
 (千円)

取得原価
 (千円)

連結決算日 
 における 
 連結貸借 
 対照表計上

額 
 (千円)

差額
 (千円)

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

 株式 268,752 699,811 431,059 195,079 374,912 179,832

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

 株式 94,397 83,537 △10,859 149,778 122,338 △27,439

 社債 － － － 200,000 181,217 △18,782

合計 363,149 783,349 420,199 544,857 678,468 133,610

区分
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)

売却額(千円) 1,000 ―

売却益の合計額(千円) 849 ―

区分

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)

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 29,743 31,743

区分
１年以内 
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超１０年以内 
（千円）

１０年超
（千円）

その他有価証券 
 債権 
  社債

― ― 200,000 ―

合計 ― ― 200,000 ―
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関連当事者との取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項について、該当事

項はありません。 

 また、リース取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項については、決

算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

  

(開示の省略等)
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 (注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益 

 
  

 該当事項はありません。 

(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 1,016.58円 １株当たり純資産額 1,006.89円

１株当たり当期純利益 21.11円 １株当たり当期純利益 25.62円

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
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について
は、潜在株式がないため記載しておりません。

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)

純資産の部の合計額(千円) 9,093,039 8,716,088

普通株式に係る純資産額(千円) 9,093,039 8,716,088

普通株式の発行済株式数（千株) 9,328 9,328

普通株式の自己株式数（千株) 383 671

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

8,944 8,656

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(千円) 191,018 225,094

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 191,018 225,094

普通株式の期中平均株式数(千株） 9,049 8,785

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：千円）

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 1,014,332 1,237,330

受取手形 1,196,769 963,561

売掛金 3,014,680 2,516,931

商品 8,528 －

製品 536,200 －

商品及び製品 － 483,228

原材料 267,133 －

仕掛品 111,565 75,320

原材料及び貯蔵品 － 250,774

前払費用 17,352 45,056

繰延税金資産 94,278 104,531

短期貸付金 12,922 12,061

未収入金 526,837 181,144

未収消費税等 81,599 －

その他 15,743 6,257

貸倒引当金 △15,933 △12,449

流動資産合計 6,882,010 5,863,749

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,876,618 1,899,113

構築物（純額） 251,047 229,683

機械及び装置（純額） 2,534,675 2,199,738

車両運搬具（純額） 6,733 4,535

工具、器具及び備品（純額） 90,561 87,675

土地 1,461,210 1,461,210

リース資産（純額） － 10,170

建設仮勘定 6,615 10,985

有形固定資産合計 6,227,464 5,903,113

無形固定資産   

借地権 11,660 11,660

ソフトウエア 16,654 57,531

電話加入権 7,278 7,278

無形固定資産合計 35,593 76,469

投資その他の資産   

投資有価証券 803,093 700,212

関係会社株式 383,579 383,579

出資金 5,185 5,185

関係会社出資金 295,651 295,651
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（単位：千円）

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) 

従業員に対する長期貸付金 19,844 14,755

破産更生債権等 11,322 4,449

長期前払費用 70,835 4,474

前払年金費用 168,450 145,026

差入保証金 14,027 13,652

投資不動産 351,610 344,222

繰延税金資産 213,352 351,602

その他 5,174 7,577

貸倒引当金 △4,589 △4,572

投資その他の資産合計 2,337,540 2,265,817

固定資産合計 8,600,597 8,245,400

資産合計 15,482,608 14,109,150

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,392,785 2,026,124

買掛金 1,209,298 769,494

短期借入金 84,159 27,504

1年内返済予定の長期借入金 290,000 267,500

リース債務 － 2,630

未払金 456,125 377,378

未払費用 97,002 97,042

未払法人税等 － 88,287

未払消費税等 － 117,303

預り金 56,308 59,771

賞与引当金 191,853 201,749

設備関係支払手形 367,008 257,852

その他 1,838 －

流動負債合計 5,146,380 4,292,638

固定負債   

長期借入金 767,500 500,000

リース債務 － 8,486

退職給付引当金 913,589 926,152

役員退職慰労引当金 157,519 172,985

その他 107,520 107,774

固定負債合計 1,946,128 1,715,398

負債合計 7,092,509 6,008,037
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400

資本準備金 345,388 345,388

その他資本剰余金 － 100

資本剰余金合計 345,388 345,489

利益準備金 116,600 116,600

別途積立金 6,900,000 7,000,000

繰越利益剰余金 475,270 419,486

利益剰余金合計 7,491,870 7,536,086

自己株式 △177,702 △340,282

株主資本合計 8,125,956 8,007,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 264,143 93,419

評価・換算差額等合計 264,143 93,419

純資産合計 8,390,099 8,101,113

負債純資産合計 15,482,608 14,109,150
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(2)【損益計算書】 

（単位：千円）

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 11,774,573 11,984,796

商品売上高 5,432,713 4,611,737

売上高合計 17,207,287 16,596,534

売上原価   

製品売上原価 9,316,971 9,564,568

商品売上原価 4,882,885 4,155,654

売上原価合計 14,199,856 13,720,222

売上総利益 3,007,430 2,876,311

販売費及び一般管理費   

発送運賃 964,163 914,788

役員報酬 138,440 142,280

給料及び手当 569,621 595,544

賞与引当金繰入額 78,479 82,135

退職給付費用 60,283 71,949

福利厚生費 123,310 129,621

旅費交通費及び通信費 191,381 192,567

賃借料 213,598 184,142

減価償却費 20,338 22,806

貸倒引当金繰入額 34,925 －

その他 371,259 345,232

販売費及び一般管理費合計 2,765,803 2,681,068

営業利益 241,627 195,243

営業外収益   

受取利息 7,262 6,396

受取配当金 14,042 14,756

受取賃貸料 225,226 226,760

仕入割引 6,260 5,660

雑収入 94,959 72,009

営業外収益合計 347,750 325,583

営業外費用   

支払利息 19,330 18,510

不動産賃貸費用 25,295 25,105

売上割引 11,225 11,146

為替差損 78,936 33,169

雑損失 7,558 8,163

営業外費用合計 142,347 96,095

経常利益 447,030 424,731
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（単位：千円）

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   

固定資産売却益 2,902 1,717

貸倒引当金戻入額 849 3,500

特別利益合計 3,752 5,217

特別損失   

固定資産除却損 27,773 17,970

投資有価証券評価損 5,857 24,721

たな卸資産評価損 － 71,140

過年度役員退職慰労引当金繰入額 140,248 －

特別損失合計 173,878 113,832

税引前当期純利益 276,903 316,116

法人税、住民税及び事業税 168,741 180,500

法人税等調整額 △54,182 △32,638

法人税等合計 114,559 147,862

当期純利益 162,344 168,255
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

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 466,400 466,400

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 466,400 466,400

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 345,388 345,388

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 345,388 345,388

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

自己株式の処分 － 100

当期変動額合計 － 100

当期末残高 － 100

資本剰余金合計   

前期末残高 345,388 345,388

当期変動額   

自己株式の処分 － 100

当期変動額合計 － 100

当期末残高 345,388 345,489

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 116,600 116,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 116,600 116,600

その他利益剰余金   

前期末残高 6,700,000 6,900,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 100,000

当期変動額合計 200,000 100,000

当期末残高 6,900,000 7,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 640,149 475,270

当期変動額   

別途積立金の積立 △200,000 △100,000
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(単位：千円)

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) 

剰余金の配当 △127,223 △124,039

当期純利益 162,344 168,255

当期変動額合計 △164,878 △55,783

当期末残高 475,270 419,486

利益剰余金合計   

前期末残高 7,456,749 7,491,870

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △127,223 △124,039

当期純利益 162,344 168,255

当期変動額合計 35,121 44,216

当期末残高 7,491,870 7,536,086

自己株式   

前期末残高 △106,015 △177,702

当期変動額   

自己株式の取得 △71,686 △164,167

自己株式の処分 － 1,588

当期変動額合計 △71,686 △162,579

当期末残高 △177,702 △340,282

株主資本合計   

前期末残高 8,162,522 8,125,956

当期変動額   

剰余金の配当 △127,223 △124,039

当期純利益 162,344 168,255

自己株式の取得 △71,686 △164,167

自己株式の処分 － 1,689

当期変動額合計 △36,565 △118,262

当期末残高 8,125,956 8,007,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 516,687 264,143

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △252,544 △170,723

当期変動額合計 △252,544 △170,723

当期末残高 264,143 93,419

評価・換算差額等合計   

前期末残高 516,687 264,143

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △252,544 △170,723

当期変動額合計 △252,544 △170,723
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(単位：千円)

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) 

当期末残高 264,143 93,419

純資産合計   

前期末残高 8,679,209 8,390,099

当期変動額   

剰余金の配当 △127,223 △124,039

当期純利益 162,344 168,255

自己株式の取得 △71,686 △164,167

自己株式の処分 － 1,689

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △252,544 △170,723

当期変動額合計 △289,110 △288,986

当期末残高 8,390,099 8,101,113
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該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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該当事項はありません。 

  

取締役            田中 英雄  （現 段ボール事業部長） 

  

専務取締役          吉田 伸一  （現 常務取締役 管理部統括） 

 常務取締役          大久保 則夫 （現 取締役 樹脂事業、紙袋事業      

                          および海外事業統括） 

  

現 専務取締役        中嶋 基一朗 

 現 常務取締役        光原 俊彦 

  

  

  

  

6. その他

 役員の異動

(1)代表者の異動

(2)その他の役員の異動（平成21年６月25日付予定）

① 新任取締役候補

② 昇任取締役候補

③ 退任予定取締役
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