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

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,426 5.5 566 28.0 571 26.2 336 35.5
21年3月期第1四半期 4,196 ― 442 ― 452 ― 248 ―

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 54.14 ―

21年3月期第1四半期 39.95 ―

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 14,939 10,388 69.5 1,673.20
21年3月期 14,408 10,248 71.1 1,650.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,388百万円 21年3月期  10,248百万円

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 ― 33.00 ― 33.00 66.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

33.00 ― 33.00 66.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）

（注）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 
累計期間

8,742 2.5 834 4.1 842 3.8 475 5.0 76.58

通期 17,100 2.2 1,346 6.0 1,359 5.6 770 33.6 124.06
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(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 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 6,300,000株 21年3月期  6,300,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  91,419株 21年3月期  91,419株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 6,208,581株 21年3月期第1四半期 6,208,642株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 業績予測の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、景気の基調判断および輸出や生産の指標が改善傾向にあ
るとの政府発表がなされているなか、企業の設備投資や雇用情勢は深刻さを増しており、景気回復には依
然として難しい局面が続いております。 
当軟包装資材業界におきましては、原油価格の急落を受け、原材料価格が下降に転じたものの、小売価

格の値下げ傾向も強まり、包装資材の価格改定交渉は一段と厳しさを増し、業界各社における利益確保は
予断を許さない状況であります。 
このような状況下、当社のビジネスモデルである包装フィルムと充填機械を提供する体制のもと、海外

展開を含め液体充填システムを食品業界から洗剤・化粧品業界まで積極的な営業活動に取り組んでまいり
ました。 
その結果、売上高は44億26百万円（前年同期比5.5％増）、営業利益は５億66百万円（同28.0％増）、

経常利益は５億71百万円（同26.2％増）、四半期純利益は３億36百万円（同35.5％増）となりました。 
  

[包装フィルム部門] 
包装フィルム部門につきましては、天候の好影響もあり春夏の季節商品を中心とした受注が堅調に推移

したほか、非食品分野である化粧品・健康食品関連商品、北米に向けた輸出商品の受注に注力するととも
に、生産体制の見直しやコスト削減等に積極的に取り組みました。 
その結果、包装フィルム部門の売上高は41億47百万円（前年同期比6.2％増）となりました。 
  

[包装機械部門] 
包装機械部門につきましては、新規顧客の開拓や既存顧客の更新ニーズなど、中長期的な需要の掘り起

こしを行い、海外への輸出も順調に進みましたが、国内における各企業の設備投資動向は依然弱く、前年
同期の売上げを下回りました。 
その結果、包装機械部門の売上高は２億79百万円（前年同期比4.5％減）となりました。 
  

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ５億30百万円（前事業年度末比3.7％）増加
し、149億39百万円となりました。 
流動資産は、前事業年度末に比べ４億55百万円（同4.7％）増加し、100億53百万円となりました。主た

る増加要因としては、営業活動の拡大等により受取手形及び売掛金が３億62百万円増加したことに加え、
現金及び預金が79百万円増加、商品及び製品のたな卸資産が65百万円増加したことによるものです。 
固定資産は、前事業年度末に比べ74百万円（同1.6％）増加し、48億86百万円となりました。主たる増

加要因としては、有形固定資産の機械及び装置等の取得で１億72百万円増加したことに加え、投資その他
の資産の繰延税金資産が99百万円減少したことによるものです。 
負債合計は、前事業年度末に比べ３億91百万円（同9.4％）増加し、45億51百万円となりました。主た

る増加要因としては、営業活動の拡大等により買掛金が３億５百万円増加、役員退職慰労金の支払による
役員退職慰労引当金が２億49百万円減少、確定納付による未払法人税等が１億90百万円減少、賞与の支払
に伴い賞与引当金が１億12百万円減少したこと等によるものです。 
純資産合計は、103億88百万円（前事業年度末の純資産合計は102億48百万円）となりました。主たる増

加要因としては、業績が拡大したこと等に伴い、利益剰余金が１億31百万円増加したことによるもので
す。 
この結果、自己資本比率は前事業年度末の71.1％から1.6ポイント下降し69.5％となり、１株当たり純

資産は1,673円20銭となりました。 
  

（キャッシュ・フローについて） 
当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による収

入が３億89百万円ありましたが、投資活動による支出が１億50百万円、財務活動による支出が１億62百万
円あったことにより、前年同期に比べ88百万円の増加になり、当第１四半期会計期間末には20億23百万円
（前年同期比4.6％増）となりました。 
当第１四半期会計期間における各キャッシュ・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） 
当第１四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は３億89百万円（前年同期比47.5％）増加

となりました。 
これは主に、売上債権の増加額３億62百万円、法人税等の支払額２億62百万円、役員退職慰労引当金の

減少額２億49百万円、賞与引当金の減少額１億12百万円があったものの、税引前四半期純利益が５億74百
万円、その他流動負債の増加額３億93百万円、仕入債務の増加額３億５百万円、減価償却費１億44百万円
等によるものであります。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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（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１億50百万円（同28.2％減）となりました。 
これは主に、本社新工場生産設備等の有形固定資産の取得による支出１億48百万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１億62百万円（同4.2％増）となりました。 
これは主に、資金使途として配当金の支払額１億61百万円等によるものであります。 
  

  

現時点において、平成21年５月11日付「平成21年３月期 決算短信(非連結)」記載の第２四半期累計期
間・通期予想を変更しておりません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

3. 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(連結の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財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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

大成ラミック㈱(4994)平成22年３月期　第１四半期決算短信(非連結)

－4－



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,334,409 3,254,947

受取手形及び売掛金 4,880,942 4,518,557

商品及び製品 1,103,812 1,038,713

仕掛品 367,145 366,126

原材料及び貯蔵品 142,726 150,607

その他 227,952 273,865

貸倒引当金 △3,904 △5,422

流動資産合計 10,053,084 9,597,394

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,718,335 1,717,845

機械及び装置（純額） 1,196,676 1,106,843

土地 1,072,153 1,072,153

その他（純額） 411,102 328,901

有形固定資産合計 4,398,267 4,225,742

無形固定資産 146,867 150,483

投資その他の資産   

その他 367,840 463,350

貸倒引当金 △26,784 △28,291

投資その他の資産合計 341,055 435,058

固定資産合計 4,886,190 4,811,284

資産合計 14,939,275 14,408,679
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,000,665 2,695,093

未払法人税等 85,635 276,060

賞与引当金 125,000 237,700

役員賞与引当金 4,149 14,550

その他 1,138,820 527,899

流動負債合計 4,354,271 3,751,303

固定負債   

退職給付引当金 141,415 133,000

役員退職慰労引当金 25,816 275,466

その他 29,519 103

固定負債合計 196,751 408,570

負債合計 4,551,022 4,159,874

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,408,600 2,408,600

資本剰余金 2,896,075 2,896,075

利益剰余金 5,296,826 5,165,525

自己株式 △208,902 △208,902

株主資本合計 10,392,598 10,261,297

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,346 △12,492

評価・換算差額等合計 △4,346 △12,492

純資産合計 10,388,252 10,248,804

負債純資産合計 14,939,275 14,408,679
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 4,196,183 4,426,486

売上原価 3,137,651 3,261,886

売上総利益 1,058,532 1,164,599

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 126,926 130,268

貸倒引当金繰入額 3,606 －

役員報酬 30,835 23,009

役員賞与引当金繰入額 3,000 4,149

給料及び手当 140,087 145,913

賞与 4,117 －

賞与引当金繰入額 45,545 47,041

退職給付費用 13,901 14,297

役員退職慰労引当金繰入額 1,104 975

福利厚生費 21,973 29,369

旅費及び交通費 24,758 22,866

賃借料 42,753 44,054

消耗品費 19,287 15,184

減価償却費 36,828 29,803

その他 101,314 91,392

販売費及び一般管理費合計 616,039 598,327

営業利益 442,492 566,272

営業外収益   

受取利息 2,359 1,795

受取配当金 3,727 1,510

仕入割引 134 15

受取補償金 － 2,403

雑収入 5,444 1,168

営業外収益合計 11,665 6,893

営業外費用   

支払利息 － 49

売上割引 421 570

支払補償費 － 1,100

雑損失 1,348 312

営業外費用合計 1,770 2,032

経常利益 452,387 571,132
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(単位：千円)

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

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

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,750

役員退職慰労引当金戻入額 － 4,075

特別利益合計 － 5,825

特別損失   

固定資産除却損 24,532 2,451

役員退職慰労金 1,050 －

特別損失合計 25,582 2,451

税引前四半期純利益 426,804 574,506

法人税、住民税及び事業税 121,444 77,963

法人税等調整額 57,265 160,358

法人税等合計 178,709 238,322

四半期純利益 248,095 336,184
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 426,804 574,506

減価償却費 143,777 144,444

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,483 △3,024

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,700 △112,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △10,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,959 8,415

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △945 △249,650

受取利息及び受取配当金 △6,086 △3,305

支払利息 － 49

有形固定資産除却損 24,532 991

無形固定資産除却損 － 401

売上債権の増減額（△は増加） △375,552 △362,384

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,320 △58,237

仕入債務の増減額（△は減少） 366,205 305,572

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,435 30,753

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,632 △20,454

その他の流動負債の増減額（△は減少） 221,634 393,376

その他の固定負債の増減額（△は減少） 40 8,992

その他 5,913 1,506

小計 562,710 648,853

利息及び配当金の受取額 6,022 3,591

利息の支払額 － △49

法人税等の支払額 △304,548 △262,734

営業活動によるキャッシュ・フロー 264,184 389,661

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 △803,000 △1,303,000

定期預金の払戻による収入 800,000 1,300,000

貸付金の回収による収入 548 464

有形固定資産の取得による支出 △204,539 △148,235

無形固定資産の取得による支出 △682 －

投資有価証券の取得による支出 △1,846 △1,433

出資金の分配による収入 － 2,999

その他 △66 △1,315

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,585 △150,520

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △704

配当金の支払額 △156,134 △161,974

財務活動によるキャッシュ・フロー △156,134 △162,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △101,535 76,462

現金及び現金同等物の期首残高 2,037,244 1,947,447

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,935,708 2,023,909
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当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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生産、受注及び販売の状況 

 
（注）１．上記の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。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

  

 
（注）上記の金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

当第１四半期累計期間における生産実績は、次のとおりであります。

区 分 生産高(千円)   前年同四半期比(％)

包 
装 
フ 
ィ 
ル 
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,426,452 ＋7.4

ラミネート汎用品 651,404 ＋15.3

その他 68,360 ＋6.1

 計 4,146,217 ＋8.5

包 
装 
機 
械

包装機械 129,247 ＋12.7

その他 152,245 △1.2

 計 281,493 ＋4.7

合 計 4,427,710 ＋8.3

(2) 製品仕入実績

当第１四半期累計期間における製品仕入実績は、次のとおりであります。

区 分 製品仕入高(千円)   前年同四半期比(％)

汎用フィルム 139,686 ＋3.0

合 計 139,686 ＋3.0
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（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

  

 
（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．包装フィルムの液体・粘体自動充填用フィルムには、粉末自動充填用フィルムが含まれております。 

３．包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。 

４．包装機械のその他には、包装機械本体を除く周辺機器および部品等が含まれております。 

５．輸出については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

６．主要顧客については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。 

  
  
  
  

  

(3) 受注実績

当第１四半期累計期間における受注実績は、次のとおりであります。

  区 分 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

包 
装 
フ 
ィ 
ル 
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,448,640 ＋9.1 2,092,283 ＋13.2

ラミネート汎用品 695,423 ＋8.7 194,154 △5.2

その他 234,950 △1.2 91,152 △6.9

計 4,379,014 ＋8.5 2,377,591 ＋10.5

包 
装 
機 
械

包装機械 111,105 △18.9 80,476 ＋115.0

その他 137,396 △14.2 50,464 ＋39.7

計 248,502 △16.4 130,941 ＋78.0

 合 計 4,627,517 ＋6.8 2,508,532 ＋12.8

(4) 販売実績

当第１四半期累計期間における販売実績は、次のとおりであります。

区 分 販売高(千円)   前年同四半期比(％)

包 
装 
フ 
ィ 
ル 
ム

液体・粘体自動充填用フィルム 3,315,062 ＋5.7

ラミネート汎用品 598,853 ＋9.8

その他 233,385 ＋5.8

 計 4,147,301 ＋6.2

包 
装 
機 
械

包装機械 131,550 ＋14.8

その他 147,634 △17.0

 計 279,184 △4.5

合 計 4,426,486 ＋5.5
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