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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 8,831 3.5 1,064 32.8 1,076 32.6 556 22.9
21年3月期第2四半期 8,532 ― 801 ― 811 ― 453 ―

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 89.63 ―

21年3月期第2四半期 72.96 ―

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 14,928 10,601 71.0 1,707.62
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2四半期  10,601百万円 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

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 ― 33.00 ― 33.00 66.00

22年3月期 ― 33.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  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2四半期 6,208,581株 21年3月期第2四半期 6,208,638株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記に記載した予測数値は、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、上記予測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２四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出・生産に持ち直しの動きが見られるものの、世界的
な金融危機の影響による企業収益の悪化や設備投資の減少、雇用情勢の低迷等、依然として厳しい状況で
推移いたしました。 
当軟包装資材業界におきましては、円高や原油を含む原材料価格の下落により一時的な利益回復もある

なか、当第２四半期からの原油価格上昇の影響が下期以降に大きく出ることが予測され、今後の利益確保
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88億31百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益は10億64百万円（同32.8％増）、

経常利益は10億76百万円（同32.6％増）、四半期純利益は５億56百万円（同22.9％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、夏物商品が天候不順の影響により伸び悩み苦戦を強いられました

が、非食品分野である化粧品・健康食品関連商品の拡販に注力するとともに、生産体制の見直しやコスト
削減等を行い、積極的な利益確保に取り組みました。 
その結果、包装フィルム部門の売上高は82億93百万円（前年同期比4.2％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、お客様の多様なニーズを幅広く把握し、新たな需要の掘り起こしや更新

需要の獲得等、積極的な営業展開を図りましたが、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５億37百万円（前年同期比5.8％減）となりました。 
  

  

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ５億19百万円（前事業年度末比3.6％）増加
し、149億28百万円となりました。 
流動資産は、前事業年度末に比べ４億78百万円（同5.0％）増加し、100億75百万円となりました。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４億53百万円増加したことに加え、
現金及び預金が56百万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40百万円（同0.9％）増加し、48億52百万円となりました。主たる増

加要因としては、有形固定資産の建物の建設等の取得で１億55百万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85百万円減少、機械及び装置の除却等の影響で18百万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１億66百万円（同4.0％）増加し、43億26百万円となりました。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１億80百万円増加、未払法人税等が95百万円増
加、流動負債のその他が75百万円増加、固定負債のその他が36百万円増加、退職給付引当金が21百万円増
加、賞与引当金が12百万円増加したことと、役員退職慰労金の支払による役員退職慰労引当金が２億48百
万円減少したこと等によるものです。 
純資産合計は、106億１百万円（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３億51百万円増加、その他有価証券評価差
額金が１百万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0.1ポイント下降し71.0％となり、１株当たり純

資産額は1,707円62銭となりました。 
  

（キャッシュ・フローについて） 
当第２四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７億15百万円ありましたが、投資活動による支出が５億45百万円、財務活動による支出が２億６百万
円あったことにより、前年同期に比べ１億34百万円の減少になり、当第２四半期会計期間末には19億11百
万円（前年同期比6.6％減）となりました。 
当第２四半期累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２四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は７億15百万円（前年同期比6.5％減）と

なりました。 
これは主に、売上債権の増加額４億53百万円、法人税等の支払額２億63百万円、役員退職慰労引当金の

減少額２億48百万円があったものの、税引前四半期純利益が９億59百万円、減価償却費２億98百万円、仕
入債務の増加額１億80百万円、有形固定資産除却損１億17百万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５億45百万円（同1.1％減）となりました。 
これは主に、新潟事業所工場建物等の有形固定資産の取得による支出４億21百万円、定期預金の預入に

よる支出92百万円、投資有価証券の取得による支出33百万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２億６百万円（同0.8％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２億４百万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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 3,311,313 3,254,947

受取手形及び売掛金 4,972,404 4,518,557

商品及び製品 1,038,931 1,038,713

仕掛品 369,096 366,126

原材料及び貯蔵品 156,880 150,607

その他 285,071 273,865

貸倒引当金 △57,745 △5,422

流動資産合計 10,075,951 9,597,394

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,873,149 1,717,845

機械及び装置（純額） 1,088,130 1,106,843

土地 1,072,153 1,072,153

その他（純額） 308,022 328,901

有形固定資産合計 4,341,455 4,225,742

無形固定資産 142,274 150,483

投資その他の資産   

その他 404,800 463,350

貸倒引当金 △36,262 △28,291

投資その他の資産合計 368,537 435,058

固定資産合計 4,852,268 4,811,284

資産合計 14,928,220 14,408,679
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,875,878 2,695,093

未払法人税等 371,278 276,060

賞与引当金 250,000 237,700

役員賞与引当金 8,299 14,550

その他 603,251 527,899

流動負債合計 4,108,708 3,751,303

固定負債   

退職給付引当金 154,058 133,000

役員退職慰労引当金 26,841 275,466

その他 36,665 103

固定負債合計 217,566 408,570

負債合計 4,326,274 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 5,517,175 5,165,525

自己株式 △208,902 △208,902

株主資本合計 10,612,947 10,261,297

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,002 △12,492

評価・換算差額等合計 △11,002 △12,492

純資産合計 10,601,945 10,248,804

負債純資産合計 14,928,220 14,408,679
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 8,532,181 8,831,260

売上原価 6,509,497 6,498,518

売上総利益 2,022,684 2,332,742

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 263,860 263,385

貸倒引当金繰入額 1,541 61,569

役員報酬 59,859 50,444

役員賞与引当金繰入額 6,000 8,299

給料及び手当 280,484 284,107

賞与 4,111 －

賞与引当金繰入額 90,975 95,912

退職給付費用 28,655 28,740

役員退職慰労引当金繰入額 2,208 2,000

福利厚生費 50,310 53,637

旅費及び交通費 48,709 49,204

賃借料 85,422 96,986

消耗品費 35,451 32,032

減価償却費 73,144 61,054

その他 190,480 181,057

販売費及び一般管理費合計 1,221,217 1,268,432

営業利益 801,467 1,064,309

営業外収益   

受取利息 4,829 3,455

受取配当金 4,346 1,754

仕入割引 171 15

受取補償金 4,000 9,465

雑収入 5,750 2,819

営業外収益合計 19,098 17,511

営業外費用   

支払利息 － 123

売上割引 925 1,203

支払補償費 5,425 2,353

為替差損 － 1,762

雑損失 2,804 114

営業外費用合計 9,156 5,556

経常利益 811,409 1,076,264
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（単位：千円）

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

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

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 4,075

特別利益合計 － 4,075

特別損失   

固定資産売却損 37 －

固定資産除却損 26,280 120,752

役員退職慰労金 1,050 －

特別損失合計 27,367 120,752

税引前四半期純利益 784,041 959,587

法人税、住民税及び事業税 346,464 356,194

法人税等調整額 △15,437 46,858

法人税等合計 331,026 403,053

四半期純利益 453,014 556,533
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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２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 784,041 959,587

減価償却費 292,400 298,451

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,549 60,294

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,400 12,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 △6,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,338 21,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 158 △248,625

受取利息及び受取配当金 △9,176 △5,210

支払利息 － 123

投資事業組合運用損益（△は益） 1,442 90

有形固定資産売却損益（△は益） 37 －

有形固定資産除却損 12,843 117,292

無形固定資産除却損 12,622 1,547

売上債権の増減額（△は増加） △463,278 △453,847

たな卸資産の増減額（△は増加） △193,955 △9,461

仕入債務の増減額（△は減少） 529,861 180,785

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,952 21,940

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,289 △26,198

その他の流動負債の増減額（△は減少） 129,849 48,797

その他の固定負債の増減額（△は減少） 37 8,265

その他 6,197 △7,971

小計 1,061,031 972,972

利息及び配当金の受取額 8,904 5,565

利息の支払額 － △123

法人税等の支払額 △305,055 △263,090

営業活動によるキャッシュ・フロー 764,880 715,323

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 △1,911,508 △2,711,009

定期預金の払戻による収入 1,611,008 2,618,509

貸付金の回収による収入 769 652

有形固定資産の取得による支出 △245,666 △421,687

無形固定資産の取得による支出 △1,796 △1,558

投資有価証券の取得による支出 △3,899 △33,550

出資金の分配による収入 － 2,999

その他 △9 617

投資活動によるキャッシュ・フロー △551,103 △545,027

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 － △1,760

配当金の支払額 △204,848 △204,668

自己株式の取得による支出 △27 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △204,876 △206,429

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） 8,900 △36,133

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 2,046,144 1,911,313
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当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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及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２四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 6,482,639 ＋3.3

ラミネート汎用品 1,441,995 ＋11.2

その他 142,832 ＋4.9

 計 8,067,468 ＋4.7

包 
装 
機 
械

包装機械 253,906 △20.5

その他 289,775 △0.5

 計 543,681 △10.9

合 計 8,611,150 ＋3.5

(2) 製品仕入実績

当第２四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 247,826 △8.3

合 計 247,826 △8.3
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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及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及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２四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 6,558,034 ＋3.9 2,034,664 ＋8.2

ラミネート汎用品 1,510,864 ＋5.6 241,045 △16.7

その他 449,306 △3.0 94,580 ＋4.8

計 8,518,206 ＋3.8 2,370,290 ＋4.9

包 
装 
機 
械

包装機械 198,301 △38.8 28,911 △65.8

その他 252,467 △21.4 46,014 △22.8

計 450,769 △30.2 74,926 △48.0

 合 計 8,968,976 ＋1.3 2,445,217 ＋1.7

(4) 販売実績

当第２四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 6,482,076 ＋3.6

ラミネート汎用品 1,367,403 ＋9.3

その他 444,314 △2.1

 計 8,293,794 ＋4.2

包 
装 
機 
械

包装機械 270,310 ＋6.1

その他 267,155 △15.3

 計 537,466 △5.8

合 計 8,831,260 ＋3.5
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