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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 8,438 △1.0 333 132.9 261 209.8 137 248.8
21年3月期第2四半期 8,521 ― 143 ― 84 ― 39 ―

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 8.26 ―

21年3月期第2四半期 2.13 ―

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 15,713 5,256 27.9 269.73
21年3月期 15,321 4,838 26.4 248.47

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,390百万円 21年3月期  4,044百万円

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 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 2.50

22年3月期 
（予想）

― 2.50 5.00

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  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 17,000 0.6 600 76.7 500 133.0 240 ― 14.31



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５月１５日に公表いたしました連結業績予想について、本資料において修正しております。 
２．上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
経済情勢・市場環境等の著しい変動により、予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３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参照してください。 

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 17,768,203株 21年3月期  17,768,203株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,493,986株 21年3月期  1,493,475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 16,274,502株 21年3月期第2四半期 17,104,706株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による大型の財政出動効果もあって、一部に景気底打

ちの兆しは見えるものの、内需関連を中心とした企業収益改善のテンポは遅く、また雇用情勢の悪化から個人消

費は低迷するなど、景気は回復基調の中に底割れリスクが存在するまだら模様で推移いたしました。 

  パッケージ業界におきましても、消費マインドの冷え込みから包材需要は伸び悩み、顧客獲得をめぐって受注

競争が激化するなど極めて厳しい経営環境が続いております。 

 このような中、当社グループは、環境に配慮したパッケージの受注拡大をめざし、お客様のニーズに応えるべ

く積極的な営業活動を進める一方、事業プロセスの改善の取り組みの推進により、徹底したロス削減に努めてま

いりました。また、海外子会社においてもコストダウン活動に取り組んでまいりました。 

 その結果、売上高は8,438百万円（対前年同期比1.0％減）、営業利益は333百万円（対前年同期比132.9％

増）、経常利益は261百万円（対前年同期比209.8％増）、四半期純利益は137百万円（対前年同期比248.8％増）

となりました。 

    

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ391百万円増加し、15,713百万円と

なりました。これは、流動資産が前連結会計年度末に比べ223百万円増加し、固定資産のうち投資その他の資産

が158百万円増加したこと等によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、10,457百万円となり

ました。これは、流動負債が前連結会計年度末に比べ274百万円増加したものの、固定負債が301百万円減少した

ことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ418百万円増加し、5,256百万円とな

りました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益261百万円、減価償却費324百万円の増加、

売上債権の増加302百万円による減少等により、257百万円の増加となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、83百万円の減少となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の一部返済および配当金の支払等により、177百万円の減

少となりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ35百万円増加

し、1,115百万円となりました。  

 通期の業績予想につきましては、平成21年５月15日発表の予想から変更しております。 

 詳細は、平成21年11月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 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。  

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

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：百万円）

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 1,379 1,397

受取手形及び売掛金 4,493 4,158

商品及び製品 780 867

仕掛品 342 335

原材料及び貯蔵品 292 401

その他 327 230

貸倒引当金 △10 △8

流動資産合計 7,604 7,380

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,139 2,290

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,787 1,628

有形固定資産合計 5,615 5,607

無形固定資産 85 83

投資その他の資産   

投資有価証券 1,529 1,365

その他 880 886

投資その他の資産合計 2,409 2,251

固定資産合計 8,109 7,941

資産合計 15,713 15,321



（単位：百万円）

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 4,060 4,131

短期借入金 1,571 1,455

1年内返済予定の長期借入金 920 1,141

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 80 52

賞与引当金 134 84

その他 838 766

流動負債合計 7,903 7,629

固定負債   

社債 300 600

長期借入金 1,632 1,625

退職給付引当金 483 473

役員退職慰労引当金 139 156

固定負債合計 2,554 2,854

負債合計 10,457 10,483

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,151 2,151

資本剰余金 1,383 1,383

利益剰余金 957 860

自己株式 △166 △166

株主資本合計 4,325 4,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 △165

為替換算調整勘定 67 △20

評価・換算差額等合計 65 △185

少数株主持分 866 794

純資産合計 5,256 4,838

負債純資産合計 15,713 15,321



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 8,521 8,438

売上原価 7,318 7,028

売上総利益 1,203 1,410

販売費及び一般管理費 1,059 1,076

営業利益 143 333

営業外収益   

受取利息 13 8

受取配当金 17 15

為替差益 15 －

その他 14 14

営業外収益合計 59 37

営業外費用   

支払利息 42 42

為替差損 － 11

その他 76 56

営業外費用合計 118 109

経常利益 84 261

特別利益   

保険差益 20 －

特別利益合計 20 －

税金等調整前四半期純利益 104 261

法人税、住民税及び事業税 49 105

法人税等調整額 △10 △9

法人税等合計 39 96

少数株主利益 25 28

四半期純利益 39 137



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 104 261

減価償却費 341 324

受取利息及び受取配当金 △30 △23

支払利息 42 42

保険差益 △20 －

売上債権の増減額（△は増加） 133 △302

たな卸資産の増減額（△は増加） △134 211

仕入債務の増減額（△は減少） △7 △141

その他 △5 △24

小計 425 348

利息及び配当金の受取額 35 29

保険金の受取額 136 －

利息の支払額 △43 △46

災害損失の支払額 △100 －

法人税等の支払額 △54 △74

営業活動によるキャッシュ・フロー 399 257

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 △112 △48

定期預金の払戻による収入 111 117

有形固定資産の取得による支出 △559 △135

有形固定資産の売却による収入 1 1

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

その他 1 △16

投資活動によるキャッシュ・フロー △558 △83

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） 20 116

長期借入れによる収入 600 500

長期借入金の返済による支出 △633 △714

社債の発行による収入 300 －

社債の償還による支出 △300 －

自己株式の純増減額（△は増加） △38 △0

配当金の支払額 △44 △41

少数株主への配当金の支払額 △37 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △132 △177

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300 35

現金及び現金同等物の期首残高 1,260 1,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 960 1,115



 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） 

 製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・販

売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

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） 

 製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・販

売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

  

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）  

   

     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 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主な国又は地域 

アジア……中国、台湾 

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）  

   定性的情報・財務諸表等の「４．その他」の「（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」に記載のとおり、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）を適用しております。これによる当第２四半期連結累計期

間の営業利益に与える影響は軽微であります。 

（リ－ス取引に関する会計基準） 

   定性的情報・財務諸表等の「４．その他」の「（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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より「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））および

「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））を適用しております。これによる当第２四半期

連結累計期間の営業利益に与える影響はありません。 

（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〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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 7,375 1,145 8,521 － 8,521 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 315 315 (315) － 

計 7,375 1,460 8,836 (315) 8,521 

営業利益 117 103 220 (77) 143 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（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 7,369 1,069 8,438 － 8,438

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 405 405 (405) － 

計 7,369 1,475 8,844 (405) 8,438

営業利益 270 148 418 (85) 333



  

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）  

 （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主な国又は地域 

アジア……中国、台湾 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,145 1,145 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     8,521 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.4 13.4 

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,069 1,069 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     8,438 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.7 12.7 

（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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