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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 16,991 △14.2 240 ― 237 ― 127 ―

21年3月期第2四半期 19,815 ― △109 ― △120 ― △16 ―

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2四半期 8.22 ―

21年3月期第2四半期 △1.04 ―

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2四半期 18,083 3,156 17.0 198.72
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2四半期  3,070百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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 

１．上記の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました内容から変更しておりません。 
２．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、５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2四半期 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2四半期  1,412,635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2四半期 15,449,671株 21年3月期第2四半期 15,553,326株
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連結経営成績（会計期間）（平成21年７月１日～平成21年９月30日） (％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2四半期 8,498 △14.0 118 ― 101 ― 48 ―

 21年3月期第2四半期 9,881 ― △82 ― △89 ― △56 ―

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2四半期 3.13 ―

 21年3月期第2四半期 △3.68 ―
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の景気対策の効果などにより、輸出や生産において一部回

復の兆しが見えるものの、企業収益の減少に伴う雇用環境の悪化や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２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）の業績は、売上高は16,991百万

円で前年同期比14.2％の減収となりましたが、利益面では営業利益240百万円（前年同期は営業損失109百万円）、経

常利益237百万円（前年同期は経常損失120百万円）、四半期純利益127百万円（前年同期は四半期純損失16百万円）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112百万円減少して6,411百万円、

営業利益は、国内原材料価格の高止まりが続くなか経費削減、副資材の仕入価格引き下げおよび輸入紙の活用によ

り、前年同期に比べ31百万円増加して49百万円となりました。 

「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

る販売数量の減少に加えて、売価の低下などにより、売上高は前年同期に比べ1,837百万円減少して5,825百万円、

利益については仕入価格引き下げ、円高による為替効果、販売管理費の削減などにより、220百万円（前年同期は営

業損失92百万円）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などから、売上高は前年同期に

比べ873百万円減少して4,755百万円、営業損失は仕入商品の利益率改善に努めた結果、前年同期に比べ4百万円減少

して29百万円となりました。 

  

(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115百万円増加して、18,083百万円となりました。主な増加は、現金及び預金

の増加1,112百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金の減少491百万円、たな卸資産の減少207百万円、未収

入金の減少232百万円、有形固定資産の減少111百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ38百万円増加して、14,926百万円となりました。主な増加は、借入金の増加857

百万円、未払法人税等の増加90百万円であり、主な減少は、支払手形及び買掛金の減少803百万円、設備関係支払手

形の減少91百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ76百万円増加して、3,156百万円となりました。主な増加は、四半期純利益

127百万円であり、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235百万円、減価償却費179百万円、売上債権及び未収入金の減少713百万円、たな卸資

産の減少207百万円などにより資金が増加した一方、仕入債務の減少803百万円などにより資金が減少して、営業活

動では444百万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70百万円、定期預金の預入及び払戻による収支98百万円などがあ

り、投資活動では169百万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2,223百万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1,394百万円、リース債

務の返済による支出25百万円、配当金の支払額90百万円などにより資金が減少して、財務活動では709百万円の増加

となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は、2,325百万円と前連結会計年度末に比べ1,013百万

円増加いたしました。 

  

今後の見通しにつきましては、売上高は当初計画を達成できると見込んでおりますが、利益面では景気動向や原材

料市況など不透明な状況が続くものと考えられます。 

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、棚卸資産の簿価切下げに関して、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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 2,442,440 1,330,163 
受取手形及び売掛金 6,212,045 6,703,275 
商品及び製品 2,147,432 2,334,388 
仕掛品 298,964 321,472 
原材料及び貯蔵品 323,582 321,515 
繰延税金資産 141,070 131,437 
その他 491,806 681,554 
貸倒引当金 △12,857 △16,403 

流動資産合計 12,044,482 11,807,400 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 5,763,544 5,726,644 
減価償却累計額 △4,242,140 △4,158,618 

建物及び構築物（純額） 1,521,404 1,568,025 
機械装置及び運搬具 10,286,738 10,302,573 
減価償却累計額 △9,378,654 △9,336,328 

機械装置及び運搬具（純額） 908,084 966,245 
土地 1,123,398 1,123,398 
リース資産 20,468 20,468 
減価償却累計額 △5,117 △3,070 

リース資産（純額） 15,351 17,398 
建設仮勘定 16,222 15,585 
その他 756,695 747,301 
減価償却累計額 △689,896 △674,963 

その他（純額） 66,800 72,339 

有形固定資産合計 3,651,258 3,762,990 
無形固定資産 525,346 490,645 
投資その他の資産   
投資有価証券 1,020,329 979,778 
破産更生債権等 19,828 10,125 
繰延税金資産 317,971 314,135 
その他 531,823 620,551 
貸倒引当金 △27,878 △17,830 

投資その他の資産合計 1,862,073 1,906,759 

固定資産合計 6,038,677 6,160,394 

資産合計 18,083,160 17,967,795 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 7,040,812 7,844,410 
短期借入金 2,601,519 1,778,296 
リース債務 52,103 51,548 
未払法人税等 137,239 46,870 
賞与引当金 248,529 243,465 
その他 782,286 876,299 
流動負債合計 10,862,488 10,840,888 

固定負債   
長期借入金 3,020,611 2,986,319 
リース債務 134,204 160,395 
退職給付引当金 644,063 634,549 
役員退職慰労引当金 263,192 262,678 
その他 1,977 2,740 
固定負債合計 4,064,047 4,046,682 

負債合計 14,926,536 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 570,890 535,740 
自己株式 △241,055 △240,650 

株主資本合計 3,154,817 3,120,072 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 1,672 △24,959 
繰延ヘッジ損益 △7,331 6,032 
為替換算調整勘定 △79,084 △107,991 

評価・換算差額等合計 △84,743 △126,918 

少数株主持分 86,550 87,071 
純資産合計 3,156,624 3,080,225 

負債純資産合計 18,083,160 17,967,795 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 19,815,135 16,991,833 
売上原価 17,111,611 14,167,075 
売上総利益 2,703,524 2,824,758 

販売費及び一般管理費   
運送費及び保管費 1,416,220 1,230,914 
給料及び手当 773,232 750,824 
賞与引当金繰入額 116,468 124,037 
退職給付引当金繰入額 47,601 50,445 
賃借料 108,787 104,749 
旅費及び交通費 62,069 55,893 
その他の経費 288,807 267,861 
販売費及び一般管理費合計 2,813,183 2,584,724 

営業利益又は営業損失（△） △109,659 240,034 

営業外収益   
受取利息 153 80 
受取配当金 18,655 19,296 
持分法による投資利益 11,253 7,199 
為替差益 － 15,597 
受取賃貸料 16,418 16,524 
作業くず売却益 2,867 531 
雑収入 21,461 7,601 
営業外収益合計 70,806 66,828 

営業外費用   
支払利息 70,513 65,940 
為替差損 6,128 － 
その他 4,710 3,825 
営業外費用合計 81,351 69,766 

経常利益又は経常損失（△） △120,204 237,096 

特別利益   
前期損益修正益 34 257 
貸倒引当金戻入額 57 3,596 
特別利益合計 91 3,854 

特別損失   
固定資産除却損 1,911 5,353 
固定資産売却損 － 500 
特別損失合計 1,911 5,853 

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（△） △122,024 235,097 

法人税、住民税及び事業税 8,813 130,438 
法人税等調整額 △112,802 △19,184 

法人税等合計 △103,989 111,254 

少数株主損失（△） △1,842 △3,198 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,193 127,041 
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【第２四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,881,716 8,498,682 
売上原価 8,561,444 7,102,288 
売上総利益 1,320,272 1,396,394 
販売費及び一般管理費   
運送費及び保管費 711,685 615,849 
給料及び手当 384,024 372,247 
賞与引当金繰入額 53,724 61,085 
退職給付引当金繰入額 23,105 25,349 
賃借料 54,774 51,958 
旅費及び交通費 31,367 27,647 
その他の経費 144,294 123,982 
販売費及び一般管理費合計 1,402,973 1,278,117 

営業利益又は営業損失（△） △82,701 118,277 

営業外収益   
受取利息 118 60 
受取配当金 1,136 1,347 
持分法による投資利益 4,527 1,240 
為替差益 5,714 5,206 
受取賃貸料 8,223 8,238 
作業くず売却益 1,562 167 
雑収入 9,293 4,191 
営業外収益合計 30,575 20,449 

営業外費用   
支払利息 36,510 35,385 
その他 834 1,791 
営業外費用合計 37,344 37,177 

経常利益又は経常損失（△） △89,470 101,550 

特別利益   
固定資産売却益 △1 － 
貸倒引当金戻入額 △4 3,596 
投資有価証券評価損戻入益 2,411 － 

特別利益合計 2,406 3,596 

特別損失   
固定資産除却損 43 4,475 
特別損失合計 43 4,475 

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（△） △87,107 100,672 

法人税、住民税及び事業税 4,407 17,455 
法人税等調整額 △34,873 38,560 

法人税等合計 △30,466 56,015 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 217 △3,665 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,858 48,322 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） △122,024 235,097 

減価償却費 176,029 179,566 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,595 6,501 
賞与引当金の増減額（△は減少） △2,385 5,064 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,012 10,028 
未払債務の増減額（△は減少） 30,629 27,224 
未収入金の増減額（△は増加） △117,881 232,013 
受取利息及び受取配当金 △18,808 △19,376 
支払利息 70,513 65,940 
為替差損益（△は益） 6,128 △15,597 
持分法による投資損益（△は益） △11,253 △7,199 
固定資産売却損益（△は益） － 500 
固定資産除却損 1,911 5,353 
売上債権の増減額（△は増加） 415,994 481,527 
たな卸資産の増減額（△は増加） △466,524 207,397 
仕入債務の増減額（△は減少） △48,491 △803,598 
未払消費税等の増減額（△は減少） 1,049 △3,068 
その他 △72,439 △106,009 

小計 △183,969 501,364 

利息及び配当金の受取額 44,729 46,800 
利息の支払額 △69,332 △65,142 
法人税等の支払額 △17,683 △38,781 

営業活動によるキャッシュ・フロー △226,256 444,241 

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 △7,295 △7,640 
固定資産の取得による支出 △71,911 △63,324 
固定資産の売却による収入 8,450 115 
貸付けによる支出 △665 △667 
貸付金の回収による収入 1,045 823 
その他 △1,319 △98,822 

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,694 △169,515 

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 1,397,761 1,123,185 
短期借入金の返済による支出 △1,109,123 △883,581 
長期借入れによる収入 930,000 1,100,000 
長期借入金の返済による支出 △516,544 △510,528 
自己株式の取得による支出 △32,499 △404 
リース債務の返済による支出 － △25,636 
配当金の支払額 △91,996 △90,332 
その他 △3,562 △2,881 

財務活動によるキャッシュ・フロー 574,037 709,822 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,521 28,907 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 256,565 1,013,455 
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 1,359,064 2,325,889 
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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
第１四半期連結会計期間から適用し、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２四半期連結累計期間の営業利益は紙製品事業が2,137
千円減少し、営業損失は化成品事業が3,387千円、その他事業が2,670千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）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って
おります。 
これに伴う当第２四半期連結累計期間の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、第１四半期連結会計期間より法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 
平成20年４月30日 法律第23号）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２四半期連結累計期間の営業利益は、紙製品事業が
6,330千円増加しております。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 6,523,531 7,662,948 5,628,656 19,815,135 ― 19,815,135

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 6,523,531 7,662,948 5,628,656 19,815,135 ― 19,815,135

営業利益又は営業損失（△） 17,541 △92,417 △34,783 △109,659 ― △109,659
 

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 6,411,016 5,825,408 4,755,409 16,991,833 ― 16,991,833

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― ― ―

計 6,411,016 5,825,408 4,755,409 16,991,833 ― 16,991,833

営業利益又は営業損失（△） 49,430 220,414 △29,810 240,034 ― 240,034
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結会計期間 
自平成20年７月１日 
至平成20年９月30日

当第２四半期連結会計期間 
自平成21年７月１日 
至平成21年９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 2,509,643 25.4 895,000 2,569,283 30.6 855,000 10,839,133 27.4 874,000

その他紙袋 248,314 2.5 85,000 211,918 2.5 73,000 998,887 2.5 84,000

防湿加工紙 156,986 1.6 57,000 93,227 1.1 36,000 596,825 1.5 36,000

その他紙製品 386,369 3.9 130,400 339,961 4.1 115,300 1,609,379 4.1 109,300

化成品 3,894,945 39.5 1,292,000 2,959,544 35.2 1,023,000 14,774,868 37.3 1,031,000

その他 2,677,783 27.1 861,000 2,227,748 26.5 768,000 10,758,405 27.2 859,000

合計 9,874,040 100.0 3,320,400 8,401,681 100.0 2,870,300 39,577,497 100.0 2,993,300

②連結販売実績

前第２四半期連結会計期間  
自平成20年７月１日  
至平成20年９月30日

当第２四半期連結会計期間  
自平成21年７月１日 
至平成21年９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 2,453,418 24.8 2,578,283 30.3 10,804,133 27.1

その他紙袋 243,314 2.5 222,918 2.6 1,007,887 2.5

防湿加工紙 154,986 1.6 101,227 1.2 617,825 1.5

その他紙製品 377,269 3.8 356,961 4.2 1,619,579 4.1

化成品 3,881,945 39.3 2,935,544 34.6 15,025,868 37.6

その他 2,770,784 28.0 2,303,748 27.1 10,850,405 27.2

合計 9,881,716 100.0 8,498,682 100.0 39,925,697 100.0
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