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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 5,941 △13.9 572 14.4 586 10.8 266 △11.7

21年3月期第2四半期 6,901 1.6 500 8.8 529 7.6 301 10.6

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 53.57 ―

21年3月期第2四半期 60.65 ―

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 8,528 6,668 78.2 1,341.61
21年3月期 8,287 6,342 76.5 1,276.13

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,668百万円 21年3月期  6,342百万円

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 ― 8.00 ― 9.00 17.00

22年3月期 ― 9.00

22年3月期 
（予想）

― 9.00 18.00

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 12,000 △7.5 1,000 43.9 1,070 37.5 550 △6.6 110.65



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  無  

(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．平成21年10月28日に平成22年３月期の連結業績予想数値を修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項について
は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 5,225,008株 21年3月期  5,225,008株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  254,534株 21年3月期  254,534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 4,970,474株 21年3月期第2四半期 4,971,701株



当第２四半期連結累計期間における経済は、新興国など海外経済の回復による輸出や生産の持ち直し、エコカー減税

やエコポイントなどの経済対策効果により、2008年下期より引続いていた景気の後退感に回復の兆しが現れてきており

ます。しかしながら、雇用や設備の過剰感は解消されておらず、また円高基調もあり、景況感が本格的に好転するには

暫くの時間がかかることが予想されます。 

国内段ボールの需要は夏場における天候不順もあり回復に至らず、海外におきましては中国から欧米への輸出が依然

回復せず、さらにはお客様からの強い価格協力要請等が重なり、厳しい環境下での推移となりました。 

このような経済環境の中で、当社グループはお客様に対しましてパッケージの軽量化やコンパクト化、梱包プロセス

改善を実施する開発商品等の積極的な梱包改善を行い、販売活動に努めてまいりました。 

また、生産・物流面につきましては、生産効率のアップ、工程ロスの削減や、輸送効率ならびに便数の見直しによる

輸送改善など、トータルとしての原価低減、収益改善、ＣＯ２排出削減に積極的に取組みました。 

これらの結果、取扱品目別では、段ボール製品は売上高45億55百万円（前年同四半期比20.6％減）、売上総利益は11

億25百万円（前年同四半期比18.4％減）、その他売上高は13億85百万円（前年同四半期比19.0％増）、売上総利益は３

億86百万円（前年同四半期比93.7％増）となり、全体としては、売上高59億41百万円（前年同四半期比13.9％減）、売

上総利益15億11百万円（前年同四半期比4.2％減）、営業利益５億72百万円（前年同四半期比14.4％増）、経常利益５

億86百万円（前年同四半期比10.8％増）、四半期純利益２億66百万円（前年同四半期比11.7％減）となりました。 

 所在地別のセグメントの業績は、次のとおりであります。 

 日本は、主要販売先である自動車関連への販売が減少したものの、収益改善活動が実を結び、売上高51億12百万円

（前年同四半期比9.4％減）、営業利益７億19百万円（前年同四半期比24.4％増）となりました。 

 アジアは、主要販売先である電気・機械関連への販売が減少したことにより、売上高８億28百万円（前年同四半期比

34.1％減）、営業利益27百万円（前年同四半期比69.0％減）となりました。 

  

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態につきましては、流動資産は、前期末に比べ３億94百万円増加し52億50

百万円となりました。これは利益獲得により現金及び預金が４億31百万円増加したことによるものです。 

 固定資産は、前期末に比べ１億54百万円減少し32億77百万円となりました。これは減価償却費の計上による有形固定

資産の減少86百万円等によるものです。 

 流動負債は、前期末に比べ28百万円減少し14億21百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が68百万円減少

し、未払法人税等が64百万円増加したことによるものです。 

 固定負債は、56百万円減少し、４億38百万円となりました。これは退職給付引当金が29百万円、役員退職慰労引当金

が26百万円減少したことによるものです。 

 純資産は、利益剰余金の増加２億21百万円、有価証券評価差額金の増加66百万円、為替換算調整勘定の増加37百万円

により、前期末に比べ３億25百万円増加し、66億68百万円となりました。 

  

（連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的事項）  

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益４

億78百万円を計上し、法人税等の支払額１億29百万円、有形固定資産の取得による支出94百万円及び配当金の支払額44

百万円等により、当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度に比べ４億31百万円増加し24億52百万円となり

ました。 

 当第２四半期連結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） 

 営業活動の結果得られた資金は５億45百万円（前年同四半期比23.3％減）となりました。これは主に、売上高は減少

となったものの収益改善活動等の効果により、税金等調整前四半期純利益４億78百万円を計上したこと及び減価償却費

１億51百万円、法人税等の支払額１億29百万円等の計上によるものです。 

 （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93百万円（前年同四半期比65.8％減）となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出94百万円等によるものです。 

 （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45百万円（前年同四半期比9.9％減）となりました。これは主に配当金の支払額44百

万円等によるものです。 

  

 なお、当社グループの運転資金及び設備投資資金は、主として内部資金により充当し、必要に応じて借入による資金

調達を実施することを基本方針としています。 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの設備投資資金については、内部資金により充当いたしました。 

 当社グループは、今後も営業活動により得られるキャッシュ・フローを基本に将来必要な運転資金及び設備投資資金

を調達していく考えです。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



今後の見通しにつきましては、景況感は回復傾向にあるものの、未だ抜け出ない世界的な不況や為替相場の変動

に加え、米国経済の影響により、景気の先行きは不透明であり、予断を許さない状況にあると予想されます。 

段ボール業界につきましては、今後の需要見込みが不透明な中で、お客様からの価格協力要請、包装材削減要請

等に加え、引続き販売競争が熾烈化するため、企業を取巻く環境は一層厳しいものと予想されます。 

こうした状況下におきましても、当社グループはさらなる原価低減、収益改善を目指すべく、物流改善、生産性

改善などの体質改善に取組んでまいりますとともに、お客様のニーズにお応えすべく梱包プロセス改善のご提案をよ

り強力に進め、営業活動を積極的に展開してまいります。 

今後も当社グループ相互の強力な結束のもと、グループ一丸となって企業の発展に邁進してまいります。 

通期の業績予想につきましては、売上高120億円（前期比7.5％減）、営業利益10億円（前期比43.9％増）、経常

利益10億70百万円（前期比37.5％増）、当期純利益５億50百万円（前期比6.6％減）の業績を見込んでおります。 

  

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

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．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 2,452,644 2,021,314

受取手形及び売掛金 2,504,403 2,550,671

商品及び製品 142,806 151,262

仕掛品 14,512 16,265

原材料及び貯蔵品 35,852 41,909

その他 100,508 74,731

貸倒引当金 △409 △629

流動資産合計 5,250,318 4,855,525

固定資産   

有形固定資産 2,312,823 2,399,679

無形固定資産   

その他 13,723 18,473

無形固定資産合計 13,723 18,473

投資その他の資産 951,447 1,014,264

固定資産合計 3,277,994 3,432,417

資産合計 8,528,312 8,287,943

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 907,481 976,404

未払法人税等 193,016 128,701

賞与引当金 98,451 97,703

役員賞与引当金 12,820 21,355

その他 209,348 225,147

流動負債合計 1,421,117 1,449,312

固定負債   

退職給付引当金 339,359 368,730

役員退職慰労引当金 90,000 116,700

その他 9,374 10,250

固定負債合計 438,733 495,680

負債合計 1,859,851 1,944,992



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,895 1,077,895

資本剰余金 980,562 980,562

利益剰余金 4,652,834 4,431,291

自己株式 △68,365 △68,365

株主資本合計 6,642,926 6,421,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 125,546 58,833

為替換算調整勘定 △100,011 △137,264

評価・換算差額等合計 25,534 △78,431

純資産合計 6,668,461 6,342,950

負債純資産合計 8,528,312 8,287,943



（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 6,901,382 5,941,348

売上原価 5,323,243 4,429,379

売上総利益 1,578,138 1,511,969

販売費及び一般管理費 1,078,021 939,947

営業利益 500,117 572,021

営業外収益   

受取利息 2,849 525

受取配当金 10,534 6,077

仕入割引 12,647 9,804

その他 13,343 10,179

営業外収益合計 39,374 26,587

営業外費用   

支払利息 454 －

持分法による投資損失 8,664 3,509

為替差損 － 7,173

その他 892 1,019

営業外費用合計 10,012 11,703

経常利益 529,480 586,905

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 2,690

その他 － 220

特別利益合計 － 2,910

特別損失   

固定資産除却損 3,491 2,806

投資有価証券評価損 14,658 52,339

賃貸借契約解約損 － 56,217

その他 2,200 －

特別損失合計 20,349 111,362

税金等調整前四半期純利益 509,130 478,452

法人税、住民税及び事業税 198,819 193,487

法人税等調整額 8,774 18,687

法人税等合計 207,593 212,175

四半期純利益 301,536 266,277



（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 509,130 478,452

減価償却費 134,167 151,225

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,883 279

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,710 △29,370

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,700 △26,700

受取利息及び受取配当金 △16,121 △6,603

支払利息 454 －

為替差損益（△は益） △1,324 3,141

持分法による投資損益（△は益） 8,664 3,509

固定資産除却損 3,491 2,806

投資有価証券評価損益（△は益） 14,658 52,339

賃貸借契約解約損 － 56,217

売上債権の増減額（△は増加） 222,378 68,591

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,949 16,561

仕入債務の増減額（△は減少） △18,690 △86,693

その他 △37,818 △17,457

小計 836,468 666,299

利息及び配当金の受取額 18,999 8,897

利息の支払額 △454 －

法人税等の支払額 △144,277 △129,978

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,735 545,218

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △225,411 △94,350

投資有価証券の取得による支出 △55,323 △680

貸付けによる支出 △1,800 △9,400

貸付金の回収による収入 5,012 6,937

その他 3,548 3,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △273,974 △93,776

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 － △876

自己株式の取得による支出 △874 －

自己株式の売却による収入 424 －

配当金の支払額 △49,901 △44,495

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,350 △45,371

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,839 25,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 353,571 431,329

現金及び現金同等物の期首残高 1,440,419 2,021,314

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,793,990 2,452,644



 該当事項はありません。 

  

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）及び前第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） 

当社グループは、包装材関連事業を主な事業としており、包装材関連事業の売上高の合計及び営業利益の金

額は、全セグメントの売上高合計、営業利益の金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。  

  

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） 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域 

アジア…中国、マレーシア 

３．会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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日公表分）を適用しております。この変更に伴い、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、日本で6,152千円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア
（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  5,112,917  828,430  5,941,348  －  5,941,348

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  5,112,917  828,430  5,941,348  －  5,941,348

営業利益  719,786  27,331  747,117  △175,095  572,021

  
日本 

（千円） 
アジア
（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  5,644,998  1,256,383  6,901,382  －  6,901,382

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －  －  －

計  5,644,998  1,256,383  6,901,382  －  6,901,382

営業利益  578,536  88,242  666,779  △166,661  500,117



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） 

  

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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する国又は地域 

アジア…中国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   

 該当事項はありません。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  828,430  828,430

Ⅱ 連結売上高（千円）        5,941,348

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  13.9  13.9

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,256,383  1,256,383

Ⅱ 連結売上高（千円）        6,901,382

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  18.2  18.2

（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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