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1.  21年4月期の業績（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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4月期 2,471 △5.5 69 35.6 84 12.2 △17 ―

20年4月期 2,615 3.5 51 △33.7 75 △38.9 47 △27.7

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4月期 △3.38 ― △0.6 2.2 2.8
20年4月期 9.00 ― 1.4 1.9 2.0

（参考） 持分法投資損益 21年4月期  ―百万円 20年4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4月期 3,669 3,136 85.5 597.17
20年4月期 3,916 3,281 83.8 624.75

（参考） 自己資本   21年4月期  3,136百万円 20年4月期  3,281百万円

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4月期 133 0 △73 976
20年4月期 344 △237 △110 917

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
純資産配当

率（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4月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00 84 177.8 2.6
21年4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 63 ― 2.0

22年4月期 
（予想）

― 6.00 ― 6.00 12.00 105.0

3.  22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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）

 

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

1,260 0.3 40 166.8 42 64.6 25 ― 4.76

通期 2,620 6.0 100 43.7 105 24.3 60 ― 11.42
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、15ページ「会計方針の変更」及び17ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 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4月期 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  598,210株 20年4月期  598,210株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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あたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、上期におきましては、原油高による原材料価格の高騰により企業収益が圧迫

されるとともに生活必需品の相次ぐ値上げにより個人消費にも陰りがみられました。また下期になって金融危機の

影響が実体経済へも波及し、株式市場の暴落、円高が急激に進行し、また自動車・電化製品など耐久消費財の世界

的な需要の急減を受けて、企業には大幅な生産調整、雇用削減、設備投資の見送り等の動きが広がり、昨年10月以

降は急激な景気の落込みとなりました。 

 当業界におきましても、上半期は原油・ナフサ価格の高騰に伴う樹脂原料価格の値上げの影響を受けました。但

し、値上がりを続けた原油価格は昨年夏をピークにようやく沈静化に向かうこととなりました。また、食品用途の

需要は個人消費低迷の影響を受け、非食品用途につきましても電子部品用や産業用等生産調整の影響を受けるな

ど、厳しい環境下に置かれました。 

 このような状況のなかで、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、フィルミック

スシリーズ等による拡販を図り、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 百万円（前年同期比5.5％減）となりました。

 利益につきましては、樹脂原料価格の値上がりに対し、販売価格の見直しとともに全社を挙げての徹底したコス

ト削減に取り組んだ結果、営業利益は 百万円（前年同期比35.6％増）、経常利益は 百万円（前年同期比12.2％

増）となりました。当期純損益につきましては、有価証券償還損の発生等により当期純損失17百万円（前年同期の

当期純利益は47百万円）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、個人消費の落ち込みや外食産業での需要減等により、17億63百

万円（前年同期比6.0％減）となりました。 

 非食品分野では、産業用は増加したものの、電子部品用及び機械部品用が減少したことにより、4億55百万円（前

年同期比4.8％減）となりました。 

 商品につきましては、耐ピンホール性向上フィルム（ＳＰパック）は増加したものの、その他関連商品の減少に

より2億52百万円（前年同期比2.9％減）となりました。 

（次期の見通し）   

 次期の見通しにつきましては、新製品である「フィルミックス」シリーズの定着、拡充により食品分野での前期

落ち込みの挽回を図ることにより、売上高は26億20百万円を計画しております。利益面では、材料費の値下がり影

響等により営業利益は1億円、経常利益は1億5百万円、当期純利益は60百万円を計画しております。 

(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末の資産総額は 百万円となり、前事業年度末より2億47百万円減少いたしました。これは主

に、流動資産は現金及び預金で58百万円増加したものの、一方で受取手形の減少38百万円及び売掛金の減少33百

万円等により3百万円の減少したことによるものであります。固定資産は有形固定資産の減少85百万円、投資その

他の資産が投資有価証券の減少76百万円及び事業保険の減少78百万円等により2億44百万円の減少したことによる

ものであります。 

 負債総額は 百万円となり、前事業年度末より1億2百万円減少いたしました。これは主に、流動負債は買掛

金89百万円及び未払法人税等34百万円等の減少により1億7百万円の減少したことによるものであります。 

 純資産の部は 百万円となり、前事業年度末より1億44百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金

の減少91百万円及び評価・換算差額等合計の減少53百万円によるものであります。  

② キャッシュ・フローの状況  

 当事業年度のキャッシュ・フローにつきましては、現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年

度に比べて58百万円増加し、当事業年度末には 百万円となりました。 

 なお、フリーキャッシュ・フローは1億20百万円となりました。 

また、当事業年度中におけるキャッシュ・フローは以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期比61.3％減）となりました。 

 これは主に減価償却費、有価証券償還損、売上債権の増加のプラス要因と、仕入債務の減少のマイナス要因であ

ります。 

１．経営成績

24億71

69 84

36億69

5億32

31億36

9億76

1億33
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動の結果使用した資金は0百万円（前年同期比99.6％減）となりました。 

 これは主に投資有価証券の売却による収入、保険積立金の解約による収入等があったものの、一方で有価証券の

取得、有形固定資産の取得等による支出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） 

 当事業年度において財務活動の結果使用した資金は73百万円（前年同期比33.5％減）となりました。 

 これは配当金の支払による支出によるものであります。 

（注）フリーキャッシュ・フローは（営業活動によるキャッシュ・フロー）から（有形固定資産の取得による支

出）を差し引いて計算しました。 

 （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 

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注２）キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、有利子負債がありませんので表示を省略しております。 

（注３）インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息・割引料がないため表示を省略しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様への利益還元を重要課題と考えており、地道に経営基盤を強化し、常に安定配当を維持しつつ、

業績に裏打ちされた成果配分を行うことを基本方針としております。 

 内部留保金につきましては、企業体質の強化と、今後の研究開発活動、設備投資、情報投資に活用し、また自己株

式取得の弾力的運用による株式価値の向上等に備えることにより、企業内容の充実を図ってまいります。 

 従いまして、株主の皆様に対する配当金につきましては、財務状況、利益水準、配当性向及び株主資本配当率等

を、総合的に勘案して実施することとしております。 

 この方針に基づき、当事業年度におきましては、当期純損益が当初予想より大幅に下回ったことから、平成21年１

月８日に実施済みの中間配当金は１株当たり２円減配して６円といたしました。期末配当金につきましても同様に１

株当たり６円とし、年間配当金は、１株当たり12円といたしました。 

 また、次期の配当金につきましては、当期と同様１株当たり12円の配当（うち中間配当６円）を予定しておりま

す。 

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績及び財政状態等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、次のようなものがあり、文中の将来

に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 

①原材料価格について 

 当社の製造工程において使用している樹脂原料価格のさらなる値上げは、製造費用における材料費の上昇をまね

き、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

②消費の動向について 

 当社のユーザーである、食品メーカーが消費者の食の安全性に対する不信感を与える状況（産地偽装表示問題、

ＢＳＥ、鳥インフルエンザなど）が生じた場合など、消費動向に影響をあたえるような不測の事態が発生した場合

には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③災害等について 

 当社は生産拠点を三ヶ所に分散配置し補完機能を持たせており、かつ防火管理体制に関しても防災訓練を定期的

に行う等災害対策を実施しておりますが、地震・台風といった自然災害及び火災・爆発等の事故が発生した場合、

あるいはコンピューターシステムが稼動できなくなった場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④製品の欠陥について 

 当社は製品の品質を 優先の課題の一つとし、製品の製造を行っております。しかし、全ての製品に欠陥がな

く、将来において製品回収などの事態が発生しないという保証はありません。また製造物責任賠償については保険

に加入しておりますが、大規模な製品の回収や製造物責任賠償につながるような製品等の欠陥が発生した場合、当

社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  平成18年４月期 平成19年４月期 平成20年４月期 平成21年４月期

自己資本比率（％）  83.8  84.4  83.8  85.5

時価ベースの自己資本比率（％）  86.1  68.4  56.0  38.5
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 当社は、プラスチックフィルムのメーカーで、食品包装向け多層チューブフィルムを主要製品として製造、加工並

びに販売を行っております。 

親会社の盛田エンタプライズ株式会社は、酒類食品卸売業、不動産賃貸売買業、管理業務委託、人材派遣業等を行

なっております。 

[ 事業系統図 ] 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。  

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は「社会の期待し要求する製品を作り、それによって発展する企業でありたい。よって会社の発展と社員の幸

福が一致する経営を期す。」の経営理念のもと、多層チューブフィルム業界のパイオニアとして堅実に成長してきま

した。食品包装分野で安定的に成長しつつ、今後の成長分野として期待できる電子部品用・医療用・産業用を柱とす

る非食品分野に対する高機能製品の開発により事業拡大を図ることを基本戦略としております。また今後の企業成長

のためには環境問題への取り組みが重要と判断し、2001年４月にＩＳＯ14001の認証を取得するとともに、現在工場

内生産ロスのゼロ・エミッションを目標とし、循環型社会の一翼を担う企業として環境マネジメントシステムの継続

的な向上を目指してまいります。 

 また経営理念の実現のために、目標管理制度を基にした人材の育成と経営・会計の透明性並びに法令の遵守を経営

の基本方針として、顧客・社員・株主並びに社会に報いることが出来る調和のとれた企業活動を推進してまいりま

す。 

(2）目標とする経営指標 

 当社は、投下資本に対するリターンの 大化を図ることにより、株主にとって魅力ある企業経営を行なうため、Ｒ

ＯＥ（株主資本当期純利益率）を主な経営指標としております。平成24年度のＲＯＥ目標を３％以上としておりま

す。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は平成20年度を初年度とし平成22年度を 終年度とする新中期経営計画「３・４・ＧＯ！」（サン・シー・ゴ

ー）を策定し、昨年スタートいたしました。しかしながら、平成20年秋以降の金融危機の影響が実態経済へも波及

し、急速かつ急激な景気後退により当社を取り巻く経営環境が大きく変化いたしました。 

 このような中、厳しい経営環境がしばらく続くとの前提に立ち、新中期経営計画の基本方針は不変としますが、

終年度の目標として掲げた売上高31億円、営業利益1億70百万円については、目標達成までの期間を2年間延長し平成

24年度を 終年度とする中期経営計画に変更することといたしました。 

(4）会社の対処すべき課題 

 今後の経済見通しは、長引く世界的な景気後退により企業収益の回復には時間を要するものと見られており、雇用

環境の悪化、所得の減少による個人消費の低迷は今後も続くものと予想されます。 

 このような状況のもと、 

 ①「もの作り力」の強化による製品品質の更なる向上及び生産リードタイム短縮の実現による顧客満足度の向上。

 ②マーケットニーズを反映した新製品である「フィルミックス」シリーズの定着、拡充。 

 ③市況・製品機能を考慮した販売価格体系の構築。 

 ④外部資源の有効活用による積極的な業務拡大。 

 上記取り組みを行い、顧客ニーズを先取りした新製品、サービスを継続的に創出することにより、会社の持続的な

発展と企業価値の向上を目指してまいります。 

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 917,890 976,479

受取手形 346,604 308,602

売掛金 382,618 349,058

有価証券 56,862 80,000

商品 3,168 －

製品 51,994 －

商品及び製品 － 46,277

原材料 27,055 －

仕掛品 29,990 24,033

貯蔵品 468 －

原材料及び貯蔵品 － 33,665

前払費用 11,912 11,680

繰延税金資産 36,651 15,961

その他 2,485 18,852

貸倒引当金 △666 △788

流動資産合計 1,867,034 1,863,823

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 191,972 172,966

構築物（純額） 8,173 7,237

機械及び装置（純額） 346,882 261,408

車両運搬具（純額） 8,101 6,538

工具、器具及び備品（純額） 7,925 5,764

土地 注2  605,251 注2  605,251

建設仮勘定 － 23,500

有形固定資産合計 注1  1,168,307 注1  1,082,667

無形固定資産   

借地権 3,289 3,289

その他 3,799 3,799

無形固定資産合計 7,089 7,089

投資その他の資産   

投資有価証券 459,064 382,860

長期前払費用 3,381 1,046

繰延税金資産 7,542 6,220

事業保険 78,010 －

差入保証金 25,528 24,930

長期預金 300,000 300,000

その他 2,573 1,397

貸倒引当金 △1,853 △907

投資その他の資産合計 874,247 715,547

固定資産合計 2,049,644 1,805,304

資産合計 3,916,679 3,669,128
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年４月30日) 

当事業年度 
(平成21年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 36,944 40,840

買掛金 411,815 322,785

未払金 30,853 31,267

未払費用 54,940 54,294

未払法人税等 42,118 7,504

未払消費税等 17,012 8,971

預り金 3,715 3,251

設備関係支払手形 4,510 26,103

設備関係未払金 948 －

その他 838 884

流動負債合計 603,699 495,902

固定負債   

役員退職慰労引当金 26,995 36,564

その他 4,930 425

固定負債合計 31,925 36,990

負債合計 635,625 532,892

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金   

資本準備金 1,150,310 1,150,310

資本剰余金合計 1,150,310 1,150,310

利益剰余金   

利益準備金 193,500 193,500

その他利益剰余金   

別途積立金 1,370,000 1,370,000

繰越利益剰余金 452,755 361,474

利益剰余金合計 2,016,255 1,924,974

自己株式 △259,587 △259,587

株主資本合計 3,680,978 3,589,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,391 △65,928

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △399,924 △453,461

純資産合計 3,281,054 3,136,235

負債純資産合計 3,916,679 3,669,128
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高   

製品売上高 2,355,140 2,218,812

商品売上高 260,271 252,664

売上高合計 2,615,411 2,471,477

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 45,376 51,994

当期製品製造原価 1,635,866 1,499,944

合計 1,681,243 1,551,939

製品期末たな卸高 51,994 41,834

製品売上原価 1,629,249 1,510,104

商品売上原価   

商品期首たな卸高 3,230 3,168

当期商品仕入高 229,038 221,467

合計 232,269 224,636

商品期末たな卸高 3,168 4,442

商品売上原価 229,100 220,193

売上原価合計 1,858,350 1,730,298

売上総利益 757,061 741,178

販売費及び一般管理費   

運送費 82,958 76,235

荷造包装費 26,885 18,415

役員報酬 82,187 79,467

給料 209,032 201,433

賞与 40,763 38,373

退職給付費用 6,417 4,292

役員退職慰労引当金繰入額 10,521 9,569

法定福利費 39,433 39,927

事業税 5,826 5,280

賃借料 39,163 41,222

減価償却費 9,448 8,367

保険料 3,780 2,997

事務用消耗品費 14,869 17,002

通信費 18,231 15,513

旅費及び交通費 26,658 26,435

研究開発費 注1  35,113 注1  27,159

貸倒引当金繰入額 1,914 779

その他 52,512 59,096

販売費及び一般管理費合計 705,718 671,567

営業利益 51,343 69,611
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業外収益   

受取利息 5,382 4,696

有価証券利息 14,794 4,691

受取配当金 360 420

雑収入 3,886 5,250

営業外収益合計 24,423 15,058

営業外費用   

支払手数料 187 －

売上割引 178 194

雑損失 83 －

営業外費用合計 448 194

経常利益 75,318 84,475

特別利益   

前期損益修正益 1,968 －

固定資産売却益 － 注2  491

退職給付制度変更に伴う利益 14,457 －

役員退職慰労引当金戻入額 1,000 －

特別利益合計 17,425 491

特別損失   

固定資産売却損 注3  64 －

固定資産廃棄損 注4  1,233 注4  1,644

有価証券償還損 － 73,247

投資有価証券評価損 － 531

保険解約損 － 8,955

特別損失合計 1,297 84,377

税引前当期純利益 91,445 588

法人税、住民税及び事業税 44,006 9,075

法人税等調整額 △112 9,270

法人税等合計 43,893 18,345

当期純利益又は当期純損失（△） 47,551 △17,756
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製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費      828,548  50.6    756,073  50.5

Ⅱ 労務費      155,250  9.5    158,386  10.6

Ⅲ 経費               

１．外注加工費    368,005      330,120     

２．減価償却費    124,544      105,013     

３．電力料    53,293      51,113     

４．運送費    39,024      31,015     

５．その他経費    68,309  653,177  39.9  64,359  581,622  38.9

当期総製造費用      1,636,975  100.0    1,496,083  100.0

期首仕掛品たな卸高      31,274      29,990   

他勘定振替高     △2,392     △2,094   

合計      1,665,857      1,523,978   

期末仕掛品たな卸高      29,990      24,033   

当期製品製造原価      1,635,866      1,499,944   

 （注） 原価計算の方法   標準原価に基づく製品別総合原価計算

によっております。 

同左 
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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５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 774,000 774,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 774,000 774,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,150,310 1,150,310

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,150,310 1,150,310

資本剰余金合計   

前期末残高 1,150,310 1,150,310

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,150,310 1,150,310

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 193,500 193,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 193,500 193,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,370,000 1,370,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,370,000 1,370,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 495,168 452,755

当期変動額   

剰余金の配当 △47,691 △42,014

剰余金の配当（中間配当） △42,272 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） 47,551 △17,756

当期変動額合計 △42,412 △91,281

当期末残高 452,755 361,474

利益剰余金合計   

前期末残高 2,058,668 2,016,255

当期変動額   

剰余金の配当 △47,691 △42,014

剰余金の配当（中間配当） △42,272 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） 47,551 △17,756

当期変動額合計 △42,412 △91,281

当期末残高 2,016,255 1,924,974
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

自己株式   

前期末残高 △239,037 △259,587

当期変動額   

自己株式の取得 △20,549 －

当期変動額合計 △20,549 －

当期末残高 △259,587 △259,587

株主資本合計   

前期末残高 3,743,941 3,680,978

当期変動額   

剰余金の配当 △47,691 △42,014

剰余金の配当（中間配当） △42,272 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） 47,551 △17,756

自己株式の取得 △20,549 －

当期変動額合計 △62,962 △91,281

当期末残高 3,680,978 3,589,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 12,533 △12,391

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,924 △53,537

当期変動額合計 △24,924 △53,537

当期末残高 △12,391 △65,928

土地再評価差額金   

前期末残高 △387,533 △387,533

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △374,999 △399,924

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,924 △53,537

当期変動額合計 △24,924 △53,537

当期末残高 △399,924 △453,461

純資産合計   

前期末残高 3,368,941 3,281,054

当期変動額   

剰余金の配当 △47,691 △42,014

剰余金の配当（中間配当） △42,272 △31,510

当期純利益又は当期純損失（△） 47,551 △17,756

自己株式の取得 △20,549 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,924 △53,537

当期変動額合計 △87,887 △144,818

当期末残高 3,281,054 3,136,235
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 91,445 588

減価償却費 138,314 116,935

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,858 △824

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,430 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,521 9,569

受取利息及び受取配当金 △20,537 △9,807

有形固定資産売除却損 1,297 1,152

有価証券償還損益（△は益） － 73,247

保険解約損益（△は益） － 8,955

売上債権の増減額（△は増加） 80,460 71,561

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,694 8,700

仕入債務の増減額（△は減少） 34,707 △85,134

未払金の増減額（△は減少） △12,980 535

未払費用の増減額（△は減少） △5,870 △646

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,012 △8,041

その他 △429 △1,076

小計 309,676 185,716

利息及び配当金の受取額 23,067 10,236

法人税等の還付額 21,181 5

法人税等の支払額 △9,882 △62,754

営業活動によるキャッシュ・フロー 344,042 133,203

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △80,000

有形固定資産の取得による支出 △91,187 △12,995

有形固定資産の売却による収入 41 1,203

投資有価証券の取得による支出 △346,117 △9,240

投資有価証券の売却による収入 209,547 27,691

貸付けによる支出 △1,350 △450

貸付金の回収による収入 1,110 815

保険積立金の解約による収入 － 74,120

事業保険の積立による支出 △6,101 △5,065

その他 △2,953 2,951

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,011 △967

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △20,736 －

配当金の支払額 △90,091 △73,646

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,827 △73,646

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,796 58,589

現金及び現金同等物の期首残高 921,686 917,890

現金及び現金同等物の期末残高 917,890 976,479
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 該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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）を採用

しております。 

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を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

    

商品  

先入先出法による原価法 

製品  

総平均法による原価法 

原材料  

総平均法による原価法 

仕掛品  

総平均法による原価法 

貯蔵品  

先入先出法による原価法 

製品、仕掛品、原材料 

総平均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。 

商品、貯蔵品 

先入先出法による原価法（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）を採用しております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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。 

これにより損益に与える影響額は軽微

であります。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

    

  有形固定資産  

定率法（ただし、建物（附属設備を除

く）については定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、平成19年３月31日以前に取得した

固定資産については、旧定率法によってお

ります。 

 また、平成10年４月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く）のうち、平成19年

３月31日以前に取得した建物（附属設備を

除く）については旧定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物           ７～38年 

機械及び装置       ４～８年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物           ７～38年 

機械及び装置       ２～８年 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

（追加情報） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、平成19

年４月30日以前に取得した資産について

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

た事業年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を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、

経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ

7,133千円減少しております。 

――――――  

 ４．引当金の計上基準     

貸倒引当金  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

収可能性を勘案し回収不能見込額を計上し

ております。 

同左 

退職給付引当金  退職給付制度の変更に伴い、当事業年度

に全額を取り崩しております。 

―――――― 

（追加情報） 

 当社は、確定給付型の制度として退職一

時金制度を採用し、一部適格退職年金制度

を設けておりましたが、平成20年４月１日

をもって確定拠出年金制度へ全て移行した

ことに伴い、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適用指針

第１号）を適用しております。なお、当該

制度間の移行に伴う退職給付債務清算によ

る利益18,617千円及び特別掛金の拠出

4,160千円の合計額（純額）14,457千円を

特別利益の「退職給付制度変更に伴う利

益」として計上しております。 

役員退職慰労引当金  役員の退職慰労金の支出に備えるため、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額

を計上しております。 

同左 

５．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．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金及び要求払い預金のほか、取得

日より３ヶ月以内に満期日が到来する定期

性預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価格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ヵ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 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

    

消費税等の会計処理  税抜方式を採用しております。 同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30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、当事業年度より「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方法に準じた会

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・リース取引につきましては、引き

続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適

用しております。  

これにより損益に与える影響はありません。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

項目 
前事業年度

（平成20年４月30日） 
当事業年度 

（平成21年４月30日） 

注１ 有形固定資産減価償却

累計額 
                         1,645,613千円                      1,735,723千円 

注２ 土地の再評価  「土地の再評価に関する法律（平成10年

３月31日公布）」に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、「土地再評価差額金」を

純資産の部に計上しております。 

 なお、当該評価差額に係る繰延税金資産

156,175千円は、将来の税金負担額を軽減

する時期の予測が困難なため、繰延税金資

産の算定から控除しております。 

同左 

  再評価を行った年月日 

平成13年４月30日 

  

  再評価を行った土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額 

△214,260千円 

再評価を行った土地の当期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額 

        △207,597千円 

  再評価の方法 

 「土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年３月31日公布）」第２条第４号に定

める地価税法（平成３年法律第69号）第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算出するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算出し

た価額に基づいて、合理的な調整を行って

算出しております。 

同左 

（損益計算書関係）

項目 
前事業年度

（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

注１ 研究開発費  一般管理費に含まれる研究開発費は、

35,113千円であります。 

 一般管理費に含まれる研究開発費は、

27,159千円であります。 

注２ 固定資産売却益 ―――――― 車両運搬具 千円491

注３ 固定資産売却損 車両運搬具           千円64 ―――――― 

注４ 固定資産廃棄損 機械及び装置 千円1,125

車両運搬具 千円108

計 千円1,233

建物 千円741

機械及び装置 千円892

工具器具備品 千円10

計 千円1,644
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前事業年度（自平成19年５月１日 至平成20年４月30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 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加47千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加47千株、単元未満

株式の買取りによる増加290株であります。  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,850  －  －  5,850

合計  5,850  －  －  5,850

自己株式         

普通株式 （注）  550  47  －  598

合計  550  47  －  598

  
（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14日 

取締役会 
普通株式  47,691  9 平成19年４月30日 平成19年７月11日 

平成19年12月13日 

取締役会 
普通株式  42,272  8 平成19年10月31日 平成20年１月７日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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12日 

取締役会 
普通株式  42,014 利益剰余金   8 平成20年４月30日 平成20年７月11日
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当事業年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30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 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

発行済株式         

普通株式  5,850  －  －  5,850

合計  5,850  －  －  5,850

自己株式         

普通株式  598  －  －  598

合計  598  －  －  598

  
（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12日 

取締役会 
普通株式  42,014  8 平成20年４月30日 平成20年７月11日 

平成20年12月15日 

取締役会 
普通株式  31,510  6 平成20年10月31日 平成21年１月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

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11日 

取締役会 
普通株式  31,510 利益剰余金   6 平成21年４月30日 平成21年７月14日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

（注）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（注）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成20年４月30日現在） （平成21年４月30日現在） 

  

  （千円）

現金及び預金勘定 917,890

現金及び現金同等物 917,890

  （千円）

現金及び預金勘定 976,479

現金及び現金同等物 976,479
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30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（借主側） 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

 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４月１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、その内容は以下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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  27,660  17,067  10,593

無形固定資産 
（その他）  35,910  9,590  26,320

合計  63,570  26,657  36,913

  
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具、器具及
び備品  27,660  22,599  5,061

無形固定資産
（その他）  35,910  16,772  19,138

合計  63,570  39,371  24,199

 （注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の

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り算定しておりま

す。 

同左 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円12,714

１年超 千円24,199

合計 千円36,913

１年内 千円9,814

１年超 千円14,385

合計 千円24,199

 （注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高の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り算

定しております。 

同左 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 千円10,154

減価償却費相当額 千円10,154

支払リース料 千円12,714

減価償却費相当額 千円12,714

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、残存価格を零とする定

額法によっております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について）  

 リース資産に分配された減損損失はありません。 

（減損損失について）  

同左 
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前事業年度（平成20年４月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式  5,610  26,850  21,240

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3)その他  145,208  152,786  7,577

小計  150,818  179,636  28,817

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式  675  585  △90

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  100,000  56,862  △43,138

(3)その他  289,565  278,843  △10,722

小計  390,240  336,290  △53,950

合計  541,059  515,926  △25,132

  
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） 

債券                        

(1）国債・地方債等  －  －  －  －

(2）社債  －  －  －  －

(3）その他  56,862  －  －  －

合計  56,862  －  －  －
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当事業年度（平成21年４月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

３．満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの 

(1)株式  5,610  10,200  4,590

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3)その他  －  －   －

小計  5,610  10,200  4,590

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの 

(1)株式  27,387  21,980  △5,407

(2)債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3)その他  407,083  341,440  △65,642

小計  434,470  363,420  △71,049

合計  440,080  373,620  △66,459

  貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券  

非上場外国債券  80,000

(2）その他有価証券  

非上場株式  9,240

  
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） 

債券                        

(1）国債・地方債等  －  －  －  －

(2）社債  80,000  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －

合計  80,000  －  －  －
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので

該当事項はありません。 

同左 

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、平成20年４月１日をもって退職一時金制度の

全部について確定拠出年金制度へ移行しました。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 

２ 退職給付費用に関する事項  ２ 退職給付費用に関する事項  

退職給付費用 千円10,286 退職給付費用 千円6,846

（注）確定拠出年金の１ヵ月分掛金588千円を含んでお

ります。 

（ストック・オプション等関係）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

該当事項はありません。 同左 
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年４月30日） 

当事業年度 
（平成21年４月30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の

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の

内訳 

  （単位：千円）

繰延税金資産   

役員退職慰労引当金 10,878

退職給付引当金 1,324

未払費用 14,699

投資有価証券評価損 6,970

その他有価証券評価差額金 

その他 

17,098

4,548

繰延税金資産小計 55,521

評価性引当額 △11,327

繰延税金資産合計 44,193

  （単位：千円）

繰延税金資産   

役員退職慰労引当金 14,735

退職給付引当金 1,173

未払費用 14,432

投資有価証券評価損 7,184

その他有価証券評価差額金 

その他 

33,539

898

繰延税金資産小計 71,963

評価性引当額 49,463

繰延税金資産合計 

繰延税金負債  

未収事業税 

 

22,500

△318

繰延税金負債合計 △318

繰延税金資産の純額   22,182

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

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

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

との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.3

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

％0.2

住民税均等割 ％10.1

試験研究費にかかる税額控除 ％△2.8

その他 ％0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％48.0

法定実効税率 ％40.3

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項

目 

％35.0

受取配当金等益金に算入されない項目 ％△14.4

評価性引当額 

住民税均等割 

その他  

％

％

  ％

1,520.5

1,537.3

△3.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ％3,115.3

（持分法損益等）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

 該当事項はありません。  同左 

（企業結合等）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

 該当事項はありません。  同左 
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 前事業年度（自平成19年５月１日 至平成20年４月30日） 

開示すべき重要な取引はありません。 

 当事業年度（自平成20年５月１日 至平成21年４月30日） 

開示すべき重要な取引はありません。 

  

 （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。 

 （注）２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（関連当事者情報）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

１株当たり純資産額 624.75円

１株当たり当期純利益金額 9.00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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 597.17円

１株当たり当期純損失金額 3.38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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度末

（平成20年４月30日） 
当事業年度末 

（平成21年４月30日） 

純資産の部の合計額（千円）  3,281,054  3,136,235

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  3,281,054  3,136,235

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） 
 5,251  5,251

  
前事業年度

（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

当期純利益又は当期純損失（△）(千円)  47,551  △17,756

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又は当期純損

失（△）(千円) 
 47,551  △17,756

期中平均株式数（千株）  5,283  5,251

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年５月１日 
至 平成20年４月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

該当事項はありません。 同左 
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（1）役員の異動 

① 代表取締役の異動  

該当事項はありません。  

（2）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当事業年度の生産実績を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。 

② 受注状況 

 当事業年度における受注状況を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業の用途別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

５．その他

（用途別） 
当事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

  

前年同期比（％）

食品（ｋｇ）  1,906,131  90.1

非食品（ｋｇ）  599,278  86.1

合計（ｋｇ）  2,505,409  89.1

区分 
（用途別） 

受注高
（千円） 

  
受注残高 
（千円） 

  

前年同期比
（％） 

前年同期比
（％） 

製品         

食品  1,762,659  93.9  42,049  97.8

非食品  454,717  95.3  28,529  97.8

製品合計  2,217,377  94.2  70,579  98.0

商品  253,743  97.8  5,706  123.3

合計  2,471,120  94.5  76,285  99.5

区分 
（用途別） 

当事業年度
（自 平成20年５月１日 
至 平成21年４月30日） 

  

前年同期比（％）

製品     

食品（千円）  1,763,587  94.0

非食品（千円）  455,224  95.2

製品合計（千円）  2,218,812  94.2

商品（千円）  252,664  97.1

合計（千円）  2,471,477  94.5
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