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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 14,439 4.7 1,257 12.0 1,376 10.8 768 △5.7
21年3月期第2四半期 13,788 ― 1,122 ― 1,242 ― 815 ―

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 71.96 71.63
21年3月期第2四半期 76.30 75.65

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 32,034 16,081 49.7 1,486.60
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2四半期  15,922百万円 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  
    平成22年3月期第2四半期末配当金の内訳   富山南工場用地取得記念配当 5円00銭 

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

（予想）
― 10.00 25.00

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 29,500 5.2 2,400 6.0 2,600 6.2 1,500 3.9 140.46



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、添付書類の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2四半期 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2四半期  465,222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2四半期 10,679,131株 21年3月期第2四半期 10,683,367株



＜売上の状況＞ 

 当第２四半期連結累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２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連結累計期

間に比べて６億50百万円増（前年同期比4.7%増）の144億39百万円となりました。 

 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原材料価格は、一部で

値下がりしましたものの高値の状況が続いております。そのような中、市場での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、堅調な医療用医薬品向け製品の受注に加え、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も増加し、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が、受注は微増にとどまりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における印刷包材部門の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べて７

億75百万円増（前年同期比5.8%増）の140億66百万円となりました。 

包装システム販売部門 

 当部門では、包装機械を含めたトータルな提案による、更なる得意先ニーズへの対応を目的に、包装機械や包装

ラインの企画・仕入・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が、当第２四半期連結累計期間における

包装システム販売部門の売上高は、前第２四半期連結累計期間に比べて１億24百万円減（前年同期比25.0%減）の

３億72百万円となりました。 

＜利益の状況＞ 

 利益面につきましては、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はありましたが、

当社グループ全体での売上高が堅調に推移しました結果、当第２四半期連結累計期間における営業利益は12億57百

万円（前年同期比12.0%増）、経常利益は13億76百万円（前年同期比10.8%増）となり、四半期純利益は７億68百万

円（前年同期比5.7%減）となりました。 

 なお、前年同期の四半期純利益には、子会社株式売却益が含まれております。 

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



 財政状態を分析するに当たり、その基礎となる当第２四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２四半期連結会計期間末の総資産は、320億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億５百万円増加いた

しました。 

 その内、流動資産は、121億93百万円と、前連結会計年度末に比べ11億60百万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、198億41百万円と、前連結会計年度末に比

べ３億45百万円増加いたしました。その内訳としては、有形固定資産は、154億34百万円となり、１億64百万円増加

いたしました。無形固定資産は、３億49百万円となりました。投資その他の資産は、40億57百万円となり、２億８

百万円増加いたしました。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、159億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億32百万円増加い

たしました。 

 その内、流動負債は、120億円と、前連結会計年度末に比べ６億27百万円増加いたしました。その主な要因は、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39億53百万円と、前連結会計年度末に比べ２億５百万円増

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２四半期連結会計期間末の純資産の部は160億81百万円と、前連結会計年度末に比べ６億73百万円増加いたし

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２四半期連結会計期間末現在の自己資本比率は、49.7％となりました。  

 第２四半期の経営成績は、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。 

  

 該当事項はありません。  

  

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。 

  

 該当事項はありません。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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 661,866 1,034,786

受取手形及び売掛金 9,080,465 7,805,279

商品及び製品 736,372 748,486

仕掛品 712,296 780,867

原材料及び貯蔵品 368,571 327,546

繰延税金資産 279,701 232,007

その他 368,441 118,164

貸倒引当金 △14,667 △14,794

流動資産合計 12,193,046 11,032,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,799,896 5,844,678

機械装置及び運搬具（純額） 3,429,544 3,624,622

土地 5,736,563 5,451,603

建設仮勘定 204,063 97,356

その他（純額） 264,875 252,603

有形固定資産合計 15,434,942 15,270,864

無形固定資産   

のれん 76,559 120,045

その他 272,587 256,819

無形固定資産合計 349,146 376,865

投資その他の資産   

投資有価証券 2,525,459 2,223,500

長期貸付金 32,819 32,498

繰延税金資産 455,541 539,778

投資不動産（純額） 695,577 696,962

その他 417,975 472,571

貸倒引当金 △69,546 △116,284

投資その他の資産合計 4,057,826 3,849,026

固定資産合計 19,841,915 19,496,756

資産合計 32,034,962 30,529,099



（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 5,238,384 5,304,261

短期借入金 3,330,000 2,530,000

1年内返済予定の長期借入金 740,402 758,064

未払法人税等 668,086 519,369

賞与引当金 430,133 359,023

その他 1,593,655 1,902,552

流動負債合計 12,000,662 11,373,271

固定負債   

長期借入金 1,838,244 1,712,112

繰延税金負債 385,786 369,842

退職給付引当金 947,622 908,034

役員退職慰労引当金 476,620 446,368

その他 305,025 311,905

固定負債合計 3,953,298 3,748,262

負債合計 15,953,960 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 1,653,998 1,649,716

利益剰余金 12,940,335 12,449,184

自己株式 △473,821 △504,713

株主資本合計 15,635,266 15,108,941

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 286,822 121,364

評価・換算差額等合計 286,822 121,364

新株予約権 46,500 38,750

少数株主持分 112,412 138,509

純資産合計 16,081,001 15,407,565

負債純資産合計 32,034,962 30,529,099



（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 13,788,951 14,439,596

売上原価 10,477,036 10,996,276

売上総利益 3,311,915 3,443,320

販売費及び一般管理費 2,189,314 2,186,053

営業利益 1,122,600 1,257,266

営業外収益   

受取利息 613 569

受取配当金 34,439 30,165

受取賃貸料 78,775 78,495

作業くず売却益 56,307 35,437

雑収入 25,858 53,404

営業外収益合計 195,994 198,071

営業外費用   

支払利息 40,123 39,748

支払手数料 8,752 9,273

賃貸収入原価 18,547 17,156

雑損失 9,129 12,449

営業外費用合計 76,553 78,627

経常利益 1,242,042 1,376,709

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 22,795 3,375

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 22,795 3,376

税金等調整前四半期純利益 1,324,443 1,377,206

法人税、住民税及び事業税 509,401 660,918

法人税等調整額 △8,616 △60,132

法人税等合計 500,785 600,785

少数株主利益 8,478 7,980

四半期純利益 815,180 768,441



（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 1,324,443 1,377,206

減価償却費 626,606 737,197

のれん償却額 23,608 17,370

株式報酬費用 11,625 7,750

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,953 △46,864

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,469 71,109

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,284 39,587

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） － △8,733

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △58,994 30,252

受取利息及び受取配当金 △35,052 △30,735

支払利息 40,123 39,748

有形固定資産除売却損益（△は益） 22,795 3,375

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） △294,192 △1,255,352

たな卸資産の増減額（△は増加） 74,102 39,660

仕入債務の増減額（△は減少） 274,379 △31,560

その他 △99,902 △176,963

小計 1,863,484 813,050

利息及び配当金の受取額 35,025 30,981

利息の支払額 △36,514 △38,598

法人税等の支払額 △520,750 △528,167

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,341,244 277,265

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） － 82,546

有形固定資産の取得による支出 △1,367,033 △1,287,245

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 △22,164 △25,939

投資有価証券の売却による収入 65,977 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 －

関係会社株式の取得による支出 － △6,610

貸付けによる支出 △4,340 △6,300

貸付金の回収による収入 55,502 5,136

その他 △6,842 4,332

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,258,426 △1,231,202



（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) 

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） 190,000 800,000

長期借入れによる収入 766,416 500,000

長期借入金の返済による支出 △657,946 △391,530

自己株式の取得による支出 △22,171 △38,331

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

20,161 73,505

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △978

配当金の支払額 △309,492 △277,342

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 △13,032 663,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69,785 △290,372

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 583,174 658,926



 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）及び当第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） 

 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。 

  

 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）及び当第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） 

 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。 

  

 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）及び当第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。 

  

 該当事項はありません。 

  

   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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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

６．その他の情報
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