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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 8,493 △14.5 121 ― 135 ― 78 93.6
21年3月期第1四半期 9,933 ― △26 ― △30 ― 40 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 5.09 ―

21年3月期第1四半期 2.60 ―

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

22年3月期第1四半期 18,057 3,153 17.0 198.17
21年3月期 17,967 3,080 16.7 193.71

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  3,061百万円 21年3月期  2,993百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 6.00 6.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

17,500 △11.7 100 ― 100 ― 50 ― 3.23

通期 36,000 △9.8 350 △26.3 300 △23.3 150 △36.4 9.68
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年５月15日公表しました連結業績予想は、変更しておりません。上記の予想は、本資料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、実際の業績は今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 
３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 16,861,544株 21年3月期 16,861,544株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,411,812株 21年3月期 1,409,428株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 15,450,172株 21年3月期第1四半期 15,649,308株

スーパーバッグ株式会社（3945）平成22年3月期 第1四半期決算短信

－　2　－



当第１四半期のわが国経済は、在庫調整の進展などから激減していた生産や輸出の一部に持ち直しの動きがみられ

るものの、企業収益や設備投資は大幅に減少し、雇用情勢も急速に悪化、個人消費の低迷など、引き続き厳しい状況

が続いております。 

このような経営環境のなか当社グループは、安定した収益の確保に向け、営業面では新規需要の開拓と粗利益の確

保、生産面では品質の向上と生産性向上による製造原価の低減、購買面では仕入価格引き下げ、ならびに更なる経費

削減に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期の売上高は、8,493百万円で前年同期比14.5％の減収となりましたが、利益面では営業利

益121百万円（前年同期は営業損失26百万円）、経常利益135百万円（前年同期は経常損失30百万円）、四半期純利益

78百万円（前年同期は四半期純利益40百万円）の計上となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

「紙製品事業」 

紙製品事業につきましては、販売数量の減少により、売上高は前年同期に比べ142百万円減少して3,151百万円、

営業利益は原材料価格の上昇高止まりが継続、これをコストダウンや販売管理費の削減で補えず、前年同期に比べ

21百万円減少して11百万円となりました。 

「化成品事業」 

化成品事業につきましては、「容器包装リサイクル法」の施行によるレジ袋の需要減や個人消費の減退などによ

る販売数量の減少と原材料価格低下に伴う値下げにより、売上高は前年同期に比べ891百万円減少して2,889百万

円、利益については為替効果や販売管理費の削減により、131百万円（前年同期は営業損失44百万円）となりまし

た。 

「その他事業」 

その他事業につきましては、Ｓ・Ｖ・Ｓ（スーパーバッグ・ベンダー・システム）を主たる事業として展開して

おりますが、主要なお客様である大手小売業界における個人消費の減退による影響や仕入価格の上昇などから、売

上高は前年同期に比べ406百万円減少して2,451百万円、営業損失は原価の上昇を販売管理費の削減で補えず、前年

同期に比べ6百万円増加して21百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べ89百万円増加して、18,057百万円となりました。主な増加は、現金及び預金

の増加531百万円、前払費用の増加93百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少375百万円、未収入金

の減少201百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ16百万円増加して、14,903百万円となりました。主な増加は、借入金の増加376

百万円、未払金及び設備関係未払金の増加106百万円、賞与引当金の増加131百万円であり、主な減少は、支払手形

及び買掛金の減少586百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ73百万円増加して、3,153百万円となりました。主な増加は、四半期純利益78

百万円、その他有価証券の時価評価差額の増加53百万円であり、主な減少は、配当金92百万円であります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の16.7％から17.0％となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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(2) 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」 

税金等調整前四半期純利益134百万円、減価償却費89百万円、売上債権及び未収入金の減少565百万円、未払債務

の増加130百万円、賞与引当金の増加131百万円などにより資金が増加した一方、仕入債務の減少586百万円などによ

り資金が減少して、営業活動では242百万円の増加となりました。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

投資有価証券及び固定資産の取得による支出22百万円などがあり、投資活動では18百万円の減少となりました。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」 

借入れによる収入1,111百万円などにより資金が増加した一方、借入金の返済による支出775百万円、リース債務

の返済による支出12百万円、配当金の支払額43百万円などにより資金が減少して、財務活動では279百万円の増加と

なりました。 

  

以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、1,847百万円と前連結会計年度末に比べ534百万円

増加いたしました。 

  

今後の見通しにつきましては、政府の経済対策などにより景気の急激な悪化には歯止めがかかるものの、製造業を

中心とした企業収益の減少に伴い雇用情勢が悪化し、個人消費が低迷するなど、当社グループを取り巻く経営環境は

引き続き厳しい状況で推移していくものと予想されます。 

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法について、当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を行わず、

帳簿棚卸により算出しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、簿価切下げを行う方法

によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法について、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

  

該当事項はありません 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,861,170 1,330,163

受取手形及び売掛金 6,328,014 6,703,275

商品及び製品 2,362,549 2,334,388

仕掛品 278,767 321,472

原材料及び貯蔵品 324,268 321,515

繰延税金資産 185,788 131,437

その他 563,880 681,554

貸倒引当金 △19,638 △16,403

流動資産合計 11,884,800 11,807,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,779,288 5,726,644

減価償却累計額 △4,218,038 △4,158,618

建物及び構築物（純額） 1,561,250 1,568,025

機械装置及び運搬具 10,405,298 10,302,573

減価償却累計額 △9,445,718 △9,336,328

機械装置及び運搬具（純額） 959,580 966,245

土地 1,123,398 1,123,398

リース資産 20,468 20,468

減価償却累計額 △4,094 △3,070

リース資産（純額） 16,375 17,398

建設仮勘定 1,680 15,585

その他 759,846 747,301

減価償却累計額 △688,253 △674,963

その他（純額） 71,593 72,339

有形固定資産合計 3,733,876 3,762,990

無形固定資産 509,467 490,645

投資その他の資産   

投資有価証券 1,056,607 979,778

破産更生債権等 20,807 10,125

繰延税金資産 284,793 314,135

その他 596,251 620,551

貸倒引当金 △29,007 △17,830

投資その他の資産合計 1,929,451 1,906,759

固定資産合計 6,172,795 6,160,394

資産合計 18,057,595 17,967,795
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 7,258,339 7,844,410

短期借入金 2,389,958 1,778,296

リース債務 51,825 51,548

未払法人税等 114,328 46,870

賞与引当金 375,454 243,465

その他 915,504 876,299

流動負債合計 11,105,407 10,840,888

固定負債   

長期借入金 2,751,505 2,986,319

リース債務 147,335 160,395

退職給付引当金 635,904 634,549

役員退職慰労引当金 261,190 262,678

その他 2,372 2,740

固定負債合計 3,798,307 4,046,682

負債合計 14,903,714 14,887,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,756 1,374,756

資本剰余金 1,450,226 1,450,226

利益剰余金 524,419 535,740

自己株式 △240,938 △240,650

株主資本合計 3,108,463 3,120,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,466 △24,959

繰延ヘッジ損益 1,168 6,032

為替換算調整勘定 △76,410 △107,991

評価・換算差額等合計 △46,776 △126,918

少数株主持分 92,194 87,071

純資産合計 3,153,881 3,080,225

負債純資産合計 18,057,595 17,967,795
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,933,420 8,493,152

売上原価 8,550,168 7,064,787

売上総利益 1,383,252 1,428,364

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 704,535 615,066

給料及び手当 389,208 378,578

賞与引当金繰入額 62,744 62,952

退職給付引当金繰入額 24,496 25,096

賃借料 54,013 52,791

旅費及び交通費 30,702 28,246

その他の経費 144,513 143,879

販売費及び一般管理費合計 1,410,211 1,306,608

営業利益又は営業損失（△） △26,959 121,757

営業外収益   

受取利息 35 20

受取配当金 17,519 17,949

持分法による投資利益 6,726 5,959

為替差益 － 10,391

受取賃貸料 8,194 8,285

作業くず売却益 1,305 364

雑収入 14,304 3,410

営業外収益合計 48,083 46,379

営業外費用   

支払利息 34,003 30,555

為替差損 11,843 －

その他 6,013 2,034

営業外費用合計 51,859 32,589

経常利益又は経常損失（△） △30,734 135,546

特別利益   

前期損益修正益 34 257

固定資産売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 62 －

特別利益合計 97 257

特別損失   

固定資産除却損 1,867 878

固定資産売却損 － 500

投資有価証券評価損 2,411 －

特別損失合計 4,279 1,378

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△34,916 134,425

法人税、住民税及び事業税 4,407 112,983

法人税等調整額 △77,929 △57,743

法人税等合計 △73,522 55,240

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,059 467

四半期純利益 40,665 78,718
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△34,916 134,425

減価償却費 85,425 89,838

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,494 14,411

賞与引当金の増減額（△は減少） 128,068 131,989

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,057 △133

未払債務の増減額（△は減少） 132,401 130,869

未収入金の増減額（△は増加） 106,772 201,085

受取利息及び受取配当金 △17,554 △17,969

支払利息 34,003 30,555

為替差損益（△は益） 11,843 △10,391

持分法による投資損益（△は益） △6,726 △5,959

固定資産売却損益（△は益） △1 500

固定資産除却損 1,867 878

投資有価証券評価損益（△は益） 2,411 －

売上債権の増減額（△は増加） 321,683 364,579

たな卸資産の増減額（△は増加） △286,770 11,790

仕入債務の増減額（△は減少） △273,257 △586,071

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,883 △1,064

その他 △37,518 △222,163

小計 159,052 267,168

利息及び配当金の受取額 43,474 45,393

利息の支払額 △35,287 △31,083

法人税等の支払額 △16,532 △38,718

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,707 242,760

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △3,360 △3,467

固定資産の取得による支出 △54,063 △18,741

固定資産の売却による収入 126 115

貸付けによる支出 △665 △667

貸付金の回収による収入 297 332

その他 1,098 3,600

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,566 △18,828

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,309,542 1,111,918

短期借入金の返済による支出 △763,706 △511,752

長期借入金の返済による支出 △254,120 △264,224

自己株式の取得による支出 △177 △288

リース債務の返済による支出 － △12,784

配当金の支払額 △58,440 △43,778

その他 △3,275 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 229,826 279,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,898 31,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 275,070 534,607

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,498 1,312,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,377,568 1,847,041
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙 

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋、トレー 

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨 

３ 「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)を当

第１四半期連結累計期間から適用し、当社及び国内連結子会社の評価基準については、原価法から原価法

(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。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、紙製品事業が

2,327千円減少し、営業損失は化成品事業が3,674千円、その他事業が4,309千円増加しております。 

４ 「連結財務諸表作成における存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)を当第１四半期連結累計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

 これに伴う営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。 

５ 有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を８～

10年としておりましたが、当第１四半期連結累計期間より法人税法の改正を契機とし見直しを行い、８～12

年に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益は、紙製品事業が

3,059千円増加しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙 

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋、トレー 

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

紙製品事業 
(千円)

化成品事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,294,544 3,781,003 2,857,873 9,933,420 ― 9,933,420

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,294,544 3,781,003 2,857,873 9,933,420 ― 9,933,420

営業利益又は営業損失（△） 33,030 △44,529 △15,460 △26,959 ― △26,959

紙製品事業 
(千円)

化成品事業
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,151,627 2,889,864 2,451,661 8,493,152 ― 8,493,152

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,151,627 2,889,864 2,451,661 8,493,152 ― 8,493,152

営業利益又は営業損失（△） 11,732 131,735 △21,710 121,757 ― 121,757
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(単位：千円) 

 
  

(単位：千円) 

 
  

6. その他の情報

(1) 受注及び販売の状況

①連結受注状況

前第１四半期連結累計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自平成21年４月１日 
至平成21年６月30日

前連結会計年度
自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

金額 構成比 金額 金額 構成比 金額 金額 構成比 金額

％ ％ ％

角底紙袋 2,487,669 25.1 846,000 2,457,663 29.0 864,000 10,839,133 27.4 874,000

その他紙袋 240,791 2.4 80,000 220,889 2.6 84,000 998,887 2.5 84,000

防湿加工紙 173,377 1.7 55,000 123,279 1.5 44,000 596,825 1.5 36,000

その他紙製品 386,507 3.9 121,300 370,796 4.4 132,300 1,609,379 4.1 109,300

化成品 3,778,003 38.1 1,279,000 2,857,864 33.7 999,000 14,774,868 37.3 1,031,000

その他 2,860,873 28.8 954,000 2,436,661 28.8 844,000 10,758,405 27.2 859,000

合計 9,927,220 100.0 3,335,300 8,467,152 100.0 2,967,300 39,577,497 100.0 2,993,300

②連結販売実績

前第１四半期連結累計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年６月30日

当第１四半期連結累計期間
自平成21年４月１日 
至平成21年６月30日

前連結会計年度
自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

角底紙袋 2,480,669 25.0 2,467,663 29.0 10,804,133 27.1

その他紙袋 253,791 2.5 220,889 2.6 1,007,887 2.5

防湿加工紙 175,377 1.8 115,279 1.4 617,825 1.5

その他紙製品 384,707 3.9 347,796 4.1 1,619,579 4.1

化成品 3,781,003 38.0 2,889,864 34.0 15,025,868 37.6

その他 2,857,873 28.8 2,451,661 28.9 10,850,405 27.2

合計 9,933,420 100.0 8,493,152 100.0 39,925,697 100.0
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