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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 56,456 ― 3,076 ― 3,195 ― 1,715 ―
20年12月期第3四半期 57,371 0.5 2,558 △16.5 2,694 △15.1 1,463 △19.8

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

21年12月期第3四半期 93.47 ―
20年12月期第3四半期 80.41 ―

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

21年12月期第3四半期 48,817 28,616 58.6 1,437.47
20年12月期 52,647 25,407 48.2 1,394.52

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  28,597百万円 20年12月期  25,386百万円

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

20年12月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年12月期 ― 20.00 ―
21年12月期 

（予想）
20.00 40.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  有   

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 82,800 △1.6 5,100 4.1 5,250 2.7 2,820 0.6 141.75
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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） 

[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。] 

(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 
 平成21年２月12日付で公表いたしました平成21年12月通期の連結・個別業績予想について本資料において修正しております。 
 業績予想等の将来に関する記述は、業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定及び本日現在における入手可能な情報を前提としており、実際の業
績等は様々な要因で大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関しましては、４ページをご参照下さい。 
 なお、記載金額は百万円未満を切り捨てております。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただ
し書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 19,900,000株 20年12月期  19,360,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  5,357株 20年12月期  1,155,236株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 18,351,094株 20年12月期第3四半期 18,204,993株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）におけるわが国経済は、世
界同時不況のもと企業収益が大幅に減少するなど厳しい状況で推移しました。当第３四半期連結会計期間
において輸出や生産などの経済指標に一部持ち直しの兆しが見られるものの、雇用情勢・所得環境の一層
の悪化が懸念され、新型インフルエンザの影響や政権交代に伴う経済政策の動向が不透明であるなど、依
然として個人消費の低迷が続いております。  
 このような状況の中、当社グループは、今年度のスローガンを「志を高く 何事にも 積極的に挑戦」
と定め、製品・サービスの開発と品質向上に努め、業務改革によるコスト削減に注力し、グループを挙げ
て国内外の新たな市場開拓を進めるなど、中長期的な経営方針を着実に実行して、業績の向上に努めてま
いりました。  
この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は564億56百万円（前年同期比1.6％減少）、営

業利益は30億76百万円（前年同期比20.2％増加）、経常利益は31億95百万円（前年同期比18.6％増加）、
連結第３四半期純利益は17億15百万円（前年同期比17.2％増加）となりました。  
  

（紙加工品事業） 
当第３四半期連結累計売上高の57.1％を占めるこの部門では、紙袋（対連結売上高構成比30.0％）は、

高級品及びアメリカ子会社の業績は低調に推移しましたが、平成21年４月１日より事業を開始した株式会
社パックタケヤマがこれを補い、その結果、紙袋の同上売上高は169億35百万円（前年同期比3.6％増加）
となりました。 
紙器（同上構成比13.9％）は、新規市場の開拓に努めましたが、同上売上高は78億39百万円（前年同期

比1.9％減少）となりました。 
段ボール（同上構成比10.7％）は、主要顧客である家電業界の減産や在庫調整の影響が続き、新規市場

の開拓に努めて減少率は鈍化しつつあるものの、同上売上高は60億48百万円（前年同期比11.8％減少）と
なりました。 
印刷（同上構成比2.5％）は、平成21年１月１日付で日幸印刷株式会社が関西印刷有限会社の事業を譲

り受けたこともあり、同上売上高は14億43百万円(前年同期比3.2％増加)となりました。 
以上により、この部門の同上売上高は322億67百万円（前年同期比1.0％減少）となりました。 
  

（化成品事業） 
当第３四半期連結累計売上高の21.7％を占めるこの部門では、流通業界向け製品の出荷が低調で、同上

売上高は122億45百万円（前年同期比4.6％減少）となりました。 
  

（その他事業） 
当第３四半期連結累計売上高の21.2％を占めるこの部門では、繊維品は低調に推移しましたが、ＰＡＳ

システムに係わる用度品がこれを補い、同上売上高は119億43百万円(前年同期比0.1％増加)となりまし
た。 
  
なお、前年同期比の増減率は適用される会計基準が異なる為、参考情報として記載しております。 
  

（１）資産、負債、純資産の状況  
当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ38億30百万円減少し、488億17百

万円となりました。これは主に「受取手形及び売掛金」・「投資有価証券」の減少、「有価証券」の増
加によるものです。 
 当第３四半期連結累計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ70億39百万円減少し、202億１百万
円となりました。これは主に「支払手形及び買掛金」・「未払法人税等」の減少によるものです。  
 当第３四半期連結累計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ32億８百万円増加し、286億16百
万円となりました。これは主に、「資本金」・「資本剰余金」・「利益剰余金」の増加及び「自己株
式」の処分によるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況  
当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて２億

６百万円減少し、44億93百万円となりました。  
＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞  

当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少及び法人
税等の支払があった一方、売上債権の減少、税金等調整前四半期純利益等により29億72百万円の収入と
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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＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞  
当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収

入があった一方、有形固定資産の取得による支出、有価証券の取得による支出等により48億26百万円の
支出となりました。  

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞  
当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払があった一

方、自己株式の処分及び株式の発行による収入等により16億48百万円の収入となりました。 
  

当第３四半期連結累計期間におきましては、個人消費の低迷や企業業績の悪化に伴う経費節減の影響を
受け、主力販売先である流通市場、生産市場とも売上高は前年を下回りました。景気の回復は未だ不透明
であり、第４四半期におきましても売上高の伸張は望み難い状況で推移しております。そのため、平成21
年２月12日に公表いたしました平成21年12月期の連結業績予想を本第３四半期決算短信において売上高、
営業利益、経常利益、当期純利益それぞれを下方修正いたしました。今後は当社グループ全社の結束を一
層強化し、製品・サービスの開発と品質向上の諸施策を実行して全力で国内外の市場開拓を進め、業務改
革による合理化及びコスト削減に注力して、収益の拡大に努めてまいります。 
なお、８月７日開催の取締役会において埼玉県日高市に約80億円を投資して新東京工場を建設すること

を決議しております。また、８月17日には建設資金への充当を目的として増資及び自己株式の処分を行う
ことを決議し、９月29日までにこれらを完了して22億円の資金を調達いたしました。新東京工場の稼動は
平成23年７月を予定しておりますので、平成21年12月期の連結業績に与える影響はございません。 
修正いたしました平成21年12月期の業績予想は次の通りでございます。 
  
  平成21年12月期の連結業績予想              (単位：百万円、％) 

   
  

  平成21年12月期の個別業績予想              (単位：百万円、％) 

 
  

３．連結業績予想に関する定性的情報

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（A） 86,000 5,150 5,350 2,950

今回修正予想（B） 82,800 5,100 5,250 2,820

増減額（B-A） △ 3,200 △ 50 △ 100 △ 130

増減率（％） △ 3.7 △ 1.0 △ 1.9 △ 4.4

（ご参考）
84,145 4,898 5,111 2,804

前期実績（平成20年12月期）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（A） 81,000 4,850 5,250 2,900

今回修正予想（B） 76,800 4,850 5,250 2,900

増減額（B-A） △ 4,200 0 0 0

増減率（％） △ 5.2 0.0 0.0 0.0

（ご参考）
79,265 4,651 5,107 2,852

前期実績（平成20年12月期）
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該当事項はありません。 

①簡便な会計処理  
 重要な該当事項はありません。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。ま
た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連
結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府
令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条１項第５号ただし書きにより、改正後の四
半期連結財務諸表規則を適用しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用  
通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によって

おりましたが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照
表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。  
 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ37百万円減少して
おります。  
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  
第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。  

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 （平成５年
６月17日 （企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会
計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日 （日本公認会計士協会
会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係
る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期
間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。  
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法を採用しております。  
 これによる損益に与える影響はありません。 
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  

⑤重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準の変更  
在外子会社の収益及び費用について、従来、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換

算しておりましたが、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更
しております。  
 この変更は、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発
生する損益をより適切に連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。  
 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  (追加情報)  

有形固定資産の耐用年数の変更  
当社及び国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法

人税法の改正を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しておりま
す。  
 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

  

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)

（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：百万円)

当第３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,253 4,010

受取手形及び売掛金 15,464 22,796

有価証券 4,196 1,400

商品及び製品 4,943 4,559

仕掛品 522 511

原材料及び貯蔵品 544 681

繰延税金資産 322 200

その他 251 264

貸倒引当金 △21 △22

流動資産合計 30,478 34,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,206 4,261

機械装置及び運搬具（純額） 3,797 3,427

工具、器具及び備品（純額） 162 186

土地 5,641 5,568

建設仮勘定 574 227

有形固定資産合計 14,381 13,672

無形固定資産 184 183

投資その他の資産   

投資有価証券 2,140 2,825

繰延税金資産 977 958

その他 803 728

貸倒引当金 △149 △122

投資その他の資産合計 3,772 4,390

固定資産合計 18,339 18,247

資産合計 48,817 52,647
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(単位：百万円)

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,454 20,429

短期借入金 850 640

未払法人税等 379 1,427

賞与引当金 542 169

役員賞与引当金 22 25

その他 1,279 1,752

流動負債合計 17,528 24,442

固定負債   

長期借入金 － 30

退職給付引当金 2,427 2,461

役員退職慰労引当金 233 293

その他 12 12

固定負債合計 2,672 2,797

負債合計 20,201 27,240

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,553 2,200

資本剰余金 3,165 2,297

利益剰余金 23,071 22,084

自己株式 △4 △995

株主資本合計 28,786 25,586

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 179 140

繰延ヘッジ損益 △1 －

為替換算調整勘定 △366 △340

評価・換算差額等合計 △188 △199

少数株主持分 18 20

純資産合計 28,616 25,407

負債純資産合計 48,817 52,647
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(2)四半期連結損益計算書 
第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 56,456

売上原価 43,489

売上総利益 12,967

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 2,445

給料及び手当 3,009

貸倒引当金繰入額 29

賞与引当金繰入額 315

役員賞与引当金繰入額 22

退職給付費用 278

役員退職慰労引当金繰入額 32

減価償却費 283

賃借料 1,761

その他 1,713

販売費及び一般管理費合計 9,890

営業利益 3,076

営業外収益  

受取利息 58

受取配当金 29

受取保険金 16

その他 52

営業外収益合計 156

営業外費用  

支払利息 13

株式交付費 13

売上債権売却損 6

その他 3

営業外費用合計 36

経常利益 3,195

特別利益  

貸倒引当金戻入額 0

固定資産売却益 21

投資有価証券売却益 19

特別利益合計 41

特別損失  

固定資産売却損 1

固定資産除却損 18

投資有価証券売却損 2

投資有価証券評価損 183

特別損失合計 206

税金等調整前四半期純利益 3,031
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

法人税、住民税及び事業税 1,407

法人税等調整額 △88

法人税等合計 1,318

少数株主損失（△） △2

四半期純利益 1,715
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 3,031

減価償却費 986

のれん償却額 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26

賞与引当金の増減額（△は減少） 373

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △60

受取利息及び受取配当金 △87

支払利息 13

固定資産売却損益（△は益） △20

固定資産除却損 18

投資有価証券売却損益（△は益） △16

投資有価証券評価損益（△は益） 183

株式交付費 13

売上債権の増減額（△は増加） 7,315

たな卸資産の増減額（△は増加） △119

仕入債務の増減額（△は減少） △5,968

その他 △336

小計 5,334

利息及び配当金の受取額 87

利息の支払額 △13

法人税等の支払額 △2,436

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,972

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △5,151

有価証券の売却による収入 2,400

貸付けによる支出 △112

貸付金の回収による収入 178

有形固定資産の取得による支出 △1,540

有形固定資産の売却による収入 32

無形固定資産の取得による支出 △13

投資有価証券の取得による支出 △24

投資有価証券の売却による収入 34

営業譲受による支出 △605

その他 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,826
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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） 285

長期借入金の返済による支出 △105

配当金の支払額 △730

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

自己株式の処分による収入 1,505

株式の発行による収入 693

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,648

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △206

現金及び現金同等物の期首残高 4,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,493
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府

令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しており

ます。  

  

該当事項はありません。 

  

［事業の種類別セグメント情報］  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）  
  

 
(注) 1 事業区分は、製品の種類により区分しております。 

 2 各事業の主な製品 紙加工品事業・・・紙袋、紙器、段ボール箱、段ボール、洋服箱、印刷 

         化成品事業・・・・・ポリ袋、テーラーバッグ 

         その他事業・・・・・繊維品、その他雑貨 

 3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は826百万円であり、その主なもの

は、親会社の管理部門に係る費用であります。  

 4 会計処理基準に関する事項の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は紙加工品事業が24

百万円、化成品事業が６百万円、その他事業が６百万円それぞれ減少しております。  

  

［所在地別セグメント情報］  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため、その記載を省略し

ております。  

  

［海外売上高］ 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

紙加工品 
事業 

(百万円)

化成品
事業 

(百万円)

その他の事業
(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

32,267 12,245 11,943 56,456 ― 56,456

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 32,267 12,245 11,943 56,456 ― 56,456

営業費用 30,200 11,375 11,018 52,594 786 53,380

営業利益 2,066 870 925 3,862 (786) 3,076
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生産、受注及び販売の状況 

1. セグメント別の状況 

①生産実績  

(単位：百万円) 

 
(注) 1 金額は製造原価で計算しております。 

 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注実績  

(単位：百万円) 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③販売実績  

(単位：百万円) 

 
(注) 1 その他事業の販売実績には、見込生産品の販売が含まれております。 

 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

期別 当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日)

セグメント 生産高 構成比

％

紙加工品事業                    14,226                      88.4 

化成品事業                     1,585                       9.9 

その他事業                       280                       1.7 

合計                    16,093                     100.0 

期別 当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日)

セグメント 受注高 構成比 受注残高 構成比

％ ％

紙加工品事業        32,077         69.3         1,747        50.8 

化成品事業        12,326         26.6         1,047        30.5 

その他事業         1,874          4.1           645        18.7 

合計        46,277        100.0         3,440       100.0 

期別 当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日)

セグメント 売上高 構成比

％

紙加工品事業                    32,267                      57.1 

化成品事業                    12,245                      21.7 

その他事業                    11,943                      21.2 

合計                    56,456                     100.0 
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２. 品種別の状況 

①生産実績  

(単位：百万円) 

 
(注) 1 金額は製造原価で計算しております。 

 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

②受注実績  

(単位：百万円) 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③販売実績  

(単位：百万円) 

 
(注) 1 その他の販売実績には、見込生産品の販売が含まれております。 

 2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

期別 当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日)

セグメント 生産高 構成比

％

紙袋                     6,544                      40.7 

紙器                     3,884                      24.1 

段ボール                     2,538                      15.8 

印刷                     1,258                       7.8 

ポリ袋                     1,585                       9.9 

その他                       280                       1.7 

合計                    16,093                     100.0 

期別 当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日)

セグメント 受注高 構成比 受注残高 構成比

％ ％

紙袋        17,429         37.7         1,388        40.4 

紙器         7,133         15.4            79         2.3 

段ボール         6,062         13.1           204         5.9 

印刷         1,452          3.1            74         2.2 

ポリ袋        12,326         26.6         1,047        30.5 

その他         1,874          4.1           645        18.7 

合計        46,277        100.0         3,440       100.0 

期別 当第３四半期連結累計期間

(自 平成21年１月１日

至 平成21年９月30日)

セグメント 売上高 構成比

％

紙袋                    16,935                      30.0 

紙器                     7,839                      13.9 

段ボール                     6,048                      10.7 

印刷                     1,443                       2.5 

ポリ袋                    12,245                      21.7 

その他                    11,943                      21.2 

合計                    56,456                     100.0 
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当社は、平成21年８月17日開催の取締役会において、公募による新株式発行、自己株式処分による株
式売出し、オーバーアロットメントによる株式売出し及び第三者割当による新株式発行を行うことを決
議し、平成21年９月１日付で自己株式の処分及び公募による増資の払込を受け、平成21年９月29日付で
野村證券株式会社からオーバーアロットメントによる株式売出しに係る第三者割当増資の払込を受けま
した。この結果、当第３四半期連結会計期間において資本金が353百万円、資本剰余金が867百万円それ
ぞれ増加し、自己株式が991百万円減少しております。 
 当第３四半期連結会計期間末においては、資本金が2,553百万円、資本剰余金が3,165百万円、自己株
式が４百万円となっております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）(要約)四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 57,371

Ⅱ 売上原価 44,978

  売上総利益 12,393

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,834

  営業利益 2,558

Ⅳ 営業外収益 199

  受取利息 66

  受取配当金 32

  賃貸料 25

  為替差益 48

  その他 26

Ⅴ 営業外費用 62

  支払利息 17

  その他 45

  経常利益 2,694

Ⅵ 特別利益 10

  固定資産売却益 1

  貸倒引当金戻入益 9

Ⅶ 特別損失 101

  固定資産売却損 19

  固定資産除却損 10

  投資有価証券評価損 7

  減損損失 64

  税金等調整前四半期純利益 2,604

  法人税、住民税及び事業税 1,281

  法人税等調整額 △137

  少数株主損益 △2

  四半期純利益 1,463
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（２）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 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 2,604

  減価償却費 874

  のれん償却費 9

  貸倒引当金の増減額 △4

  賞与引当金の増減額 369

  役員賞与引当金の増減額 △7

  退職給付引当金の増減額 △59

  役員退職慰労引当金の増減額 18

  受取利息及び受取配当金 △98

  支払利息 17

  固定資産売却益 △1

  固定資産売却損 19

  固定資産除却損 10

  減損損失 64

  投資有価証券評価損 7

  売上債権の増減額 6,704

  棚卸資産の増減額 △1,700

  その他短期債権の増減額 △75

  その他長期債権の増減額 13

  仕入債務の増減額 △4,033

  その他短期債務の増減額 △355

  その他長期債務の増減額 10

  その他 2

    小計 4,389

  利息及び配当金の受取額 95

  利息の支払額 △17

  法人税等の支払額 △2,183

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,284
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日
至 平成20年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 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 △40

  定期預金の払戻による収入 80

  有価証券の運用による増減 549

  資金の貸付による支出 △109

  資金の回収による収入 101

  有形固定資産の取得による支出 △1,301

  有形固定資産の売却による収入 37

  無形固定資産の取得による支出 △65

  投資有価証券の取得による支出 △643

  その他 55

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,334

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金増減額 105

  長期借入金の返済による支出 △135

  親会社による配当金の支払額 △714

  自己株式売買による収支 △0

   財務活動によるキャッシュ・フロー △744

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 197

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,344

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,541
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［事業の種類別セグメント情報］  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日）  
  

 
(注) 1 事業区分は、製品の種類により区分しております。 

 2 各事業の主な製品 紙加工品事業・・・紙袋、紙器、段ボール箱、段ボール、洋服箱、印刷 

         化成品事業・・・・・ポリ袋、テーラーバッグ 

         その他事業・・・・・繊維品、その他雑貨 

 3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は783百万円であり、その主なもの

は、親会社の管理部門に係る費用であります。  

  

［所在地別セグメント情報］  

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため、その記載を省略し

ております。  

  

［海外売上高］ 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。  

  

以上

（３）セグメント情報

紙加工品 
事業 

(百万円)

化成品
事業 

(百万円)

その他の事業
(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

32,603 12,834 11,934 57,371 ― 57,371

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 32,603 12,834 11,934 57,371 ― 57,371

営業費用 30,709 12,132 11,217 54,059 753 54,813

営業利益 1,894 701 716 3,312 (753) 2,558
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