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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 4,140 2.4 140 471.6 93 ― 49 ―

21年3月期第1四半期 4,042 ― 25 ― 1 ― △6 ―

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 2.90 ―

21年3月期第1四半期 △0.38 ―

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 15,722 5,202 27.6 266.23
21年3月期 15,321 4,838 26.4 248.47

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,333百万円 21年3月期  4,044百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

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

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) 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  無  

(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 

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、２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参照してください。 

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 17,768,203株 21年3月期  17,768,203株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,493,587株 21年3月期  1,493,475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 16,274,653株 21年3月期第1四半期 17,560,707株



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

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的な金融不安が実体経済に波及し、輸出関連

を中心に企業収益は大幅に落ち込み、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等、景気低迷に底打ち感の

ないまま推移いたしました。

　パッケージ業界におきましても、消費マインドの冷え込みから包材需要は伸び悩み、顧客獲得をめぐって受注競争

が激化するなど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、付加価値の高いパッケージの受注と受注量の拡大をめざし、積極的な営業活動を

進める一方、コストダウン、生産技術向上による品質の安定に努めてまいりました。

　その結果、売上高は4,140百万円（対前年同期比2.4％増）、営業利益は140百万円（対前年同期比116百万円増）、

経常利益は93百万円（対前年同期比92百万円増）、四半期純利益は49百万円（前年同期は６百万円の純損失）となり

ました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ401百万円増加し、15,722百万円となりま

した。これは、流動資産が前連結会計年度末比109百万円の増加および固定資産のうち有形固定資産が137百万円増加

したことと投資その他の資産が150百万円増加したこと等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ37百万円増加し、10,521百万円となりまし

た。これは、短期借入金の増加等によるものであります。

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ364百万円増加し、5,202百万円となりま

した。

　　当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少等により、153百万円の減少となりました。これは、前第１

四半期連結会計期間と比べ、64百万円の減少であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、58百万円の減少となりました。これは、前第１四半期

連結会計期間と比べ、53百万円の増加であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、158百万円の増加となりました。これは、前第

１四半期連結会計期間と比べ、71百万円の増加であります。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、1,075百万円となりました。これは、前第１四

半期連結会計期間末と比べ、３百万円の減少であります。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から変更しておりません。なお、業績予想は現時点で入手可能

な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。

 

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）

　該当事項はありません。

 

（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

　該当事項はありません。　

 

（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

　該当事項はありません。
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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：百万円）

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 1,372 1,397

受取手形及び売掛金 4,291 4,158

商品及び製品 759 867

仕掛品 361 335

原材料及び貯蔵品 402 401

その他 312 230

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 7,489 7,380

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,236 2,290

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,820 1,628

有形固定資産合計 5,744 5,607

無形固定資産 88 83

投資その他の資産   

投資有価証券 1,525 1,365

その他 876 886

投資その他の資産合計 2,401 2,251

固定資産合計 8,234 7,941

資産合計 15,722 15,321



（単位：百万円）

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 3,753 4,131

短期借入金 2,041 1,455

1年内返済予定の長期借入金 888 1,141

未払法人税等 33 52

賞与引当金 51 84

その他 1,062 766

流動負債合計 7,829 7,629

固定負債   

社債 600 600

長期借入金 1,487 1,625

退職給付引当金 470 473

役員退職慰労引当金 134 156

固定負債合計 2,691 2,854

負債合計 10,521 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 869 860

自己株式 △166 △166

株主資本合計 4,236 4,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5 △165

為替換算調整勘定 102 △20

評価・換算差額等合計 96 △185

少数株主持分 869 794

純資産合計 5,202 4,838

負債純資産合計 15,722 15,321



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 4,042 4,140

売上原価 3,484 3,462

売上総利益 558 678

販売費及び一般管理費 533 537

営業利益 25 140

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 2 2

為替差益 12 －

その他 9 5

営業外収益合計 28 12

営業外費用   

支払利息 21 21

為替差損 － 10

その他 31 28

営業外費用合計 52 59

経常利益 1 93

特別利益   

保険差益 20 －

特別利益合計 20 －

税金等調整前四半期純利益 20 93

法人税、住民税及び事業税 22 24

法人税等調整額 △6 7

法人税等合計 16 31

少数株主利益 10 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6 49



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 20 93

減価償却費 168 163

受取利息及び受取配当金 △7 △6

支払利息 21 21

保険差益 △20 －

売上債権の増減額（△は増加） 52 △86

たな卸資産の増減額（△は増加） △75 111

仕入債務の増減額（△は減少） △166 △379

その他 △48 △12

小計 △55 △95

利息及び配当金の受取額 27 26

利息の支払額 △20 △27

法人税等の支払額 △41 △57

営業活動によるキャッシュ・フロー △89 △153

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 △45 △2

定期預金の払戻による収入 45 45

有形固定資産の取得による支出 △123 △95

有形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

その他 13 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △111 △58

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） 395 586

長期借入れによる収入 100 100

長期借入金の返済による支出 △329 △491

自己株式の純増減額（△は増加） △38 △0

配当金の支払額 △40 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 87 158

現金及び現金同等物に係る換算差額 △69 49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △182 △5

現金及び現金同等物の期首残高 1,260 1,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,078 1,075



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）　

　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）　

　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。　

 

〔所在地別セグメント情報〕

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）

 
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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,523 519 4,042 － 4,042

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 129 129 (129) －

計 3,523 648 4,171 (129) 4,042

営業利益 20 42 63 (38) 25

 

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）

 
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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,615 526 4,140 － 4,140

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 197 197 (197) －

計 3,615 722 4,337 (197) 4,140

営業利益 109 74 183 (43) 140

　（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　会計処理の方法の変更

前第１四半期連結累計期間

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

定性的情報・財務諸表等の「４．その他」の「（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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。

これによる営業利益に与える影響は軽微であります。
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〔海外売上高〕

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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 519 519

Ⅱ　連結売上高（百万円）  4,042

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.8 12.8

 

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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 526 526

Ⅱ　連結売上高（百万円）  4,140

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.7 12.7

　（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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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