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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 7,320 6.0 612 △3.1 686 △2.3 377 △26.8
21年3月期第1四半期 6,905 ― 631 ― 703 ― 515 ―

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 35.42 35.21
21年3月期第1四半期 47.77 47.35

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 31,469 15,671 49.2 1,451.59
21年3月期 30,529 15,407 49.9 1,428.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,485百万円 21年3月期  15,230百万円

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 ― 15.00 ― 26.00 41.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

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

14,500 5.2 1,160 3.4 1,270 2.3 750 △8.0 70.31

通期 29,500 5.2 2,400 6.0 2,600 6.2 1,500 3.9 140.63



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 
業績予想につきましては、現時点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、添付資料の４ページをご参照ください。 

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 11,175,634株 21年3月期  11,175,634株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  507,717株 21年3月期  510,613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 10,666,077株 21年3月期第1四半期 10,799,230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 

＜売上の状況＞ 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部で景気回復の兆候が出始めたものの、昨年からの世界的

景気後退の影響は根強く、企業収益や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など、依然として厳しい状況で推移してお

ります。 

  このような中、当社グループは、「美と健康」にかかわる分野を事業領域とし、医薬品・化粧品包材（パッケー

ジ・ラベル・添付文書等）の製造・販売を行う印刷包材事業及び包装システム販売事業を中核に、業容の拡大、企

業価値の更なる向上に努めてまいりました結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前第１四半期連結会計期

間に比べて４億15百万円増（前年同四半期比6.0%増）の73億20百万円となりました。 

 部門別の売上の状況は、以下の通りであります。 

印刷包材部門 

 当社グループの主たる事業である印刷包材業界におきましては、数年来高騰が続きました諸材料の価格は高値安

定の状況が続いている中、企業間競争はますます激化し、事業環境は一段と厳しいものとなっておりますが、当社

グループにおきましては、市場ニーズに即したより付加価値の高い新製品の開発、お客様・地域に密着した積極的

な提案型営業活動を展開するとともに、徹底した品質保証体制を追求し、高品質な製品の供給に努めてまいりまし

た。 

 主要な医薬品市場向け製品につきましては、スイッチＯＴＣ新製品の獲得や薬事法改正の影響によりＯＴＣ医薬

品を中心とした受注が増加し、前年の実績を上回ることができました。 

 一方、化粧品市場向け製品は、企業間競争の激化に伴い、受注環境はますます厳しくなる中、新規得意先開拓や

新製品獲得に努めてまいりました結果、受注は横ばいで推移いたしました。 

 この結果、印刷包材部門の売上高は、前第１四半期連結会計期間に比べて３億53百万円増（前年同四半期比5.3%

増）の70億35百万円となりました。 

包装システム販売部門 

 当部門では、包材のみならず、包装全般に関わる得意先ニーズに対応すべく、包装機械・包装ラインシステムの

企画提案・販売を行っております。 

  印刷包材部門との連携を図り、積極的な提案活動に努めてまいりました結果、当第１四半期連結会計期間におけ

る包装システム販売部門の売上高は、前第１四半期連結会計期間に比べて61百万円増（前年同四半期比27.7%増）

の２億84百万円と前年を上回る実績を上げることができました。 

＜利益の状況＞ 

 利益面につきましては、当社グループ全体での売上高は堅調に推移しましたものの、昨年下期の原材料価格の高

騰や、人員増による労務費の増加等の影響で、営業利益６億12百万円（前年同四半期比3.1%減）、経常利益６億86

百万円（前年同四半期比2.3%減）となりました。 

 また、四半期純利益は３億77百万円（前年同四半期比26.8%減）となりました。その主な要因は、前第１四半期

連結会計期間において、子会社株式売却益が発生したことによるものであります。 



２．連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態を分析するに当たり、その基礎となる当第１四半期連結会計期間末現在の連結貸借対照表は、子会社６

社のうち２社は小規模であり、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、連結子会

社４社で作成しております。 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、314億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億40百万円増加いた

しました。 

 その内、流動資産は、116億19百万円と、前連結会計年度末に比べ５億87百万円増加いたしました。その主な要因

は、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。また固定資産は、198億49百万円と、前連結会計年度末に比

べ３億52百万円増加いたしました。その内訳としては、有形固定資産は、154億55百万円となり、１億85百万円増加

いたしました。無形固定資産は、３億83百万円となりました。投資その他の資産は、40億10百万円となり、１億61

百万円増加いたしました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、157億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億75百万円増加い

たしました。 

 その内、流動負債は、115億67百万円と、前連結会計年度末に比べ１億94百万円増加いたしました。その主な要因

は、支払手形及び買掛金、短期借入金の増加によるものであります。また固定負債は42億29百万円と、前連結会計

年度末に比べ４億81百万円増加いたしました。その主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は156億71百万円と、前連結会計年度末に比べ２億64百万円増加いたし

ました。その主な要因は、四半期純利益等の計上によるものであります。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末現在の自己資本比率は、49.2％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 第１四半期の経営成績は、概ね期初予想と同じ傾向で推移しており、平成21年５月12日に公表いたしました業績

予想に変更はございません。 

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 

①簡便な会計処理 

 １．固定資産の減価償却費の算定方法 

 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。 

２．法人税等の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

②四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。 



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 601,719 1,034,786

受取手形及び売掛金 8,729,242 7,805,279

商品及び製品 746,078 748,486

仕掛品 736,512 780,867

原材料及び貯蔵品 348,549 327,546

繰延税金資産 167,591 232,007

その他 304,810 118,164

貸倒引当金 △14,611 △14,794

流動資産合計 11,619,892 11,032,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,749,982 5,844,678

機械装置及び運搬具（純額） 3,646,807 3,624,622

土地 5,511,605 5,451,603

建設仮勘定 284,225 97,356

その他（純額） 263,308 252,603

有形固定資産合計 15,455,929 15,270,864

無形固定資産   

のれん 110,707 120,045

その他 272,542 256,819

無形固定資産合計 383,249 376,865

投資その他の資産   

投資有価証券 2,491,567 2,223,500

長期貸付金 33,013 32,498

繰延税金資産 441,405 539,778

投資不動産（純額） 696,270 696,962

その他 416,054 472,571

貸倒引当金 △68,254 △116,284

投資その他の資産合計 4,010,055 3,849,026

固定資産合計 19,849,235 19,496,756

資産合計 31,469,128 30,529,099



（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 5,419,924 5,304,261

短期借入金 2,630,000 2,530,000

1年内返済予定の長期借入金 727,231 758,064

未払法人税等 237,608 519,369

賞与引当金 219,968 359,023

その他 2,333,237 1,902,552

流動負債合計 11,567,970 11,373,271

固定負債   

長期借入金 2,153,013 1,712,112

繰延税金負債 376,607 369,842

退職給付引当金 927,113 908,034

役員退職慰労引当金 461,388 446,368

その他 311,218 311,905

固定負債合計 4,229,340 3,748,262

負債合計 15,797,310 15,121,533

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,514,753 1,514,753

資本剰余金 1,649,875 1,649,716

利益剰余金 12,549,713 12,449,184

自己株式 △501,949 △504,713

株主資本合計 15,212,393 15,108,941

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 273,096 121,364

評価・換算差額等合計 273,096 121,364

新株予約権 44,562 38,750

少数株主持分 141,765 138,509

純資産合計 15,671,817 15,407,565

負債純資産合計 31,469,128 30,529,099



（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 6,905,038 7,320,540

売上原価 5,201,011 5,609,630

売上総利益 1,704,027 1,710,909

販売費及び一般管理費 1,072,352 1,098,734

営業利益 631,675 612,174

営業外収益   

受取利息 297 393

受取配当金 26,851 24,485

受取賃貸料 38,854 38,786

作業くず売却益 27,149 17,794

雑収入 9,846 33,604

営業外収益合計 102,999 115,064

営業外費用   

支払利息 16,668 19,787

支払手数料 3,483 4,367

賃貸収入原価 9,498 8,554

雑損失 1,855 7,751

営業外費用合計 31,506 40,460

経常利益 703,167 686,778

特別利益   

投資有価証券売却益 113 －

子会社株式売却益 105,083 －

貸倒引当金戻入額 － 3,872

特別利益合計 105,196 3,872

特別損失   

固定資産除売却損 7,719 2,562

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 7,719 2,562

税金等調整前四半期純利益 800,645 688,089

法人税、住民税及び事業税 309,343 239,619

法人税等調整額 △29,129 66,168

法人税等合計 280,213 305,787

少数株主利益 4,512 4,482

四半期純利益 515,918 377,818



（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 800,645 688,089

減価償却費 247,433 363,848

のれん償却額 11,804 9,338

株式報酬費用 5,812 5,812

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14 △48,212

賞与引当金の増減額（△は減少） △140,043 △139,055

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,697 19,079

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） － △6,522

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △79,912 15,019

受取利息及び受取配当金 △27,148 △24,879

支払利息 16,668 19,787

有形固定資産除売却損益（△は益） 7,719 2,562

投資有価証券売却損益（△は益） △113 0

子会社株式売却損益（△は益） △105,083 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,101,458 △895,858

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,554 25,759

仕入債務の増減額（△は減少） 82,074 180,951

その他 506,266 223,351

小計 △564,464 439,071

利息及び配当金の受取額 27,136 25,037

利息の支払額 △9,447 △9,017

法人税等の支払額 △520,612 △527,342

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,067,388 △72,251

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 53,788

有形固定資産の取得による支出 △1,123,000 △599,396

有形固定資産の売却による収入 － 2,877

投資有価証券の取得による支出 △3,543 △12,700

投資有価証券の売却による収入 50,508 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

20,473 －

貸付けによる支出 △2,000 △2,800

貸付金の回収による収入 54,029 1,564

その他 △8,187 4,962

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,011,720 △551,705



（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) 

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） 2,460,000 100,000

長期借入れによる収入 300,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △89,932 △89,932

自己株式の取得による支出 △6,764 △198

ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分
による収入

15,513 3,120

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △243

配当金の支払額 △295,951 △266,310

少数株主への配当金の支払額 － △1,758

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,382,864 244,677

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 303,756 △379,278

現金及び現金同等物の期首残高 513,388 949,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 817,145 570,020



（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）及び当第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） 

 印刷包材部門の売上高、営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計、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。 

〔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）及び当第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） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店を有しないため、該当事項はありません。 

〔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）及び当第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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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