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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 26,937 △14.9 680 141.9 652 146.2 353 78.3
21年3月期第3四半期 31,641 ― 281 ― 265 ― 198 ―

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3四半期 22.91 ―

21年3月期第3四半期 12.79 ―

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3四半期 19,800 3,317 16.3 209.57
21年3月期 17,967 3,080 16.7 193.71

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,237百万円 21年3月期  2,993百万円

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 ― ― ― 6.00 6.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

6.00 6.00

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 34,500 △13.6 650 36.8 600 53.5 350 48.3 22.65
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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） 

(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．上記の業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました内容から変更しております。詳細につきましては、本日（平成22年２月５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。 
２．上記の予想は、本資料発表日現在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、５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」をご覧ください。 

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3四半期 16,861,544株 21年3月期  16,861,544株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,413,673株 21年3月期  1,409,428株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 15,449,187株 21年3月期第3四半期 15,520,548株
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連結経営成績（会計期間）（平成21年10月１日～平成21年12月31日） (％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3四半期 9,945 △15.9 440 12.7 415 7.9 226 5.7

 21年3月期第3四半期 11,826 ― 391 ― 385 ― 214 ―

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3四半期 14.69 ―

 21年3月期第3四半期 13.89 ―
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、内外の景気対策の効果などにより、輸出や生産において一部回

復の兆しが見えるものの、企業収益の低迷、雇用環境の悪化、個人消費の低迷、更にはデフレの進行などにより、依

然として厳しい状況が続いております。 

このような経営環境のなか当社グループは、安定した収益の確保に向け、営業面では新規需要の開拓と粗利益の確

保、生産面では品質の向上と生産性向上による製造原価の低減、購買面では仕入価格の引き下げ、ならびに全社を挙

げた更なる経費削減に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）の業績は、売上高は前年同期比

14.9％減の26,937百万円となりましたが、利益面では営業利益は前年同期比141.9％増の680百万円、経常利益は前年

同期比146.2％増の652百万円、四半期純利益は前年同期比78.3％増の353百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

「紙製品事業」 

紙製品事業につきましては、販売数量の減少により、売上高は前年同期に比べ434百万円減少して10,350百万円、

営業利益は国内原材料価格の高止まりが続くなか、副資材等の仕入価格引き下げ、生産効率の向上および経費削減

により売上原価が改善されたため、前年同期に比べ132百万円増加して392百万円となりました。 

「化成品事業」 

化成品事業につきましては、「容器包装リサイクル法」の施行によるレジ袋の需要減や個人消費の減退などによ

る販売数量の減少に加えて、売価の低下などにより、売上高は前年同期に比べ2,909百万円減少して9,220百万円、

営業利益は仕入価格引き下げ、円高による為替効果、販売管理費の削減などにより、前年同期に比べ316百万円増加

して343百万円となりました。 

「その他事業」 

その他事業につきましては、Ｓ・Ｖ・Ｓ（スーパーバッグ・ベンダー・システム）を主たる事業として展開して

おりますが、主要なお客様である大手小売業界における個人消費の減退による影響などから、売上高は前年同期に

比べ1,359百万円減少して7,365百万円、営業損失は仕入商品の利益率改善に努めたものの、前年同期に比べ49百万

円増加して54百万円となりました。 

  

(1) 資産、負債、純資産の状況 

総資産は、前連結会計年度末に比べ1,832百万円増加して、19,800百万円となりました。主な増加は、現金及び預

金の増加317百万円、受取手形及び売掛金の増加1,850百万円であり、主な減少は、未収入金の減少109百万円、有形

固定資産の減少187百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ1,595百万円増加して、16,483百万円となりました。主な増加は、支払手形及び

買掛金の増加1,004百万円、借入金の増加534百万円、未払法人税等の増加209百万円であり、主な減少は、賞与引当

金の減少122百万円、設備関係支払手形の減少64百万円であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ236百万円増加して、3,317百万円となりました。主な増加は、四半期純利益

353百万円であり、主な減少は、配当金92百万円であります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の16.7％から16.3％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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(2) 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」 

税金等調整前四半期純利益638百万円、減価償却費294百万円、未収入金の減少109百万円、仕入債務の増加1,004

百万円などにより資金が増加した一方、売上債権の増加1,863百万円、賞与引当金の減少122百万円などにより資金

が減少して、営業活動では37百万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」 

投資有価証券及び固定資産の取得による支出143百万円、定期預金の預入及び払戻による収支114百万円などがあ

り、投資活動では256百万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」 

借入れによる収入2,561百万円などにより資金が増加した一方、借入金の返済による支出2,022百万円、リース債

務の返済による支出29百万円、配当金の支払額90百万円などにより資金が減少して、財務活動では415百万円の増加

となりました。 

  

以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、1,515百万円と前連結会計年度末に比べ202百万円

増加いたしました。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました業績予想を変更しております。 

詳細につきましては、別途公表いたしました「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。 

  

① 棚卸資産の評価方法について、当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を行わず、

帳簿棚卸により算出しております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、簿価切下げを行う方法

によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法について、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。 

  

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

スーパーバッグ株式会社（3945）平成22年3月期 第3四半期決算短信

－ 5 －



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,647,360 1,330,163

受取手形及び売掛金 8,553,517 6,703,275

商品及び製品 2,391,603 2,334,388

仕掛品 302,023 321,472

原材料及び貯蔵品 342,162 321,515

繰延税金資産 90,122 131,437

その他 580,134 681,554

貸倒引当金 △17,641 △16,403

流動資産合計 13,889,281 11,807,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,741,929 5,726,644

減価償却累計額 △4,252,446 △4,158,618

建物及び構築物（純額） 1,489,483 1,568,025

機械装置及び運搬具 10,165,740 10,302,573

減価償却累計額 △9,287,388 △9,336,328

機械装置及び運搬具（純額） 878,352 966,245

土地 1,123,398 1,123,398

リース資産 23,458 20,468

減価償却累計額 △6,190 △3,070

リース資産（純額） 17,268 17,398

建設仮勘定 2,255 15,585

その他 751,620 747,301

減価償却累計額 △687,042 △674,963

その他（純額） 64,578 72,339

有形固定資産合計 3,575,334 3,762,990

無形固定資産 513,899 490,645

投資その他の資産   

投資有価証券 946,303 979,778

破産更生債権等 23,493 10,125

繰延税金資産 350,329 314,135

その他 533,591 620,551

貸倒引当金 △31,568 △17,830

投資その他の資産合計 1,822,148 1,906,759

固定資産合計 5,911,381 6,160,394

資産合計 19,800,662 17,967,795
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 8,849,095 7,844,410

短期借入金 2,493,883 1,778,296

リース債務 54,089 51,548

未払法人税等 256,592 46,870

賞与引当金 121,035 243,465

その他 849,963 876,299

流動負債合計 12,624,657 10,840,888

固定負債   

長期借入金 2,805,726 2,986,319

リース債務 128,074 160,395

退職給付引当金 655,480 634,549

役員退職慰労引当金 267,789 262,678

その他 1,779 2,740

固定負債合計 3,858,847 4,046,682

負債合計 16,483,504 14,887,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,374,756 1,374,756

資本剰余金 1,450,226 1,450,226

利益剰余金 797,895 535,740

自己株式 △241,182 △240,650

株主資本合計 3,381,695 3,120,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △43,844 △24,959

繰延ヘッジ損益 1,292 6,032

為替換算調整勘定 △101,754 △107,991

評価・換算差額等合計 △144,307 △126,918

少数株主持分 79,770 87,071

純資産合計 3,317,158 3,080,225

負債純資産合計 19,800,662 17,967,795
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 31,641,265 26,937,523

売上原価 27,120,602 22,296,174

売上総利益 4,520,663 4,641,349

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 2,153,887 1,918,488

給料及び手当 1,260,299 1,242,745

賞与引当金繰入額 59,678 61,731

退職給付引当金繰入額 70,814 74,988

賃借料 163,017 152,566

旅費及び交通費 94,237 85,291

その他の経費 437,248 424,615

販売費及び一般管理費合計 4,239,179 3,960,425

営業利益 281,484 680,924

営業外収益   

受取利息 203 118

受取配当金 24,806 25,525

持分法による投資利益 18,194 13,850

為替差益 60 1,098

受取賃貸料 24,593 25,077

作業くず売却益 4,344 1,041

雑収入 27,496 12,037

営業外収益合計 99,695 78,745

営業外費用   

支払利息 107,907 100,319

その他 8,026 6,388

営業外費用合計 115,933 106,708

経常利益 265,246 652,961

特別利益   

前期損益修正益 34 257

貸倒引当金戻入額 145 －

特別利益合計 179 257

特別損失   

固定資産除却損 2,080 7,474

固定資産売却損 － 500

投資有価証券評価損 986 6,321

ゴルフ会員権評価損 4,807 －

特別損失合計 7,873 14,295

税金等調整前四半期純利益 257,552 638,923

法人税、住民税及び事業税 13,220 269,457

法人税等調整額 52,179 22,203

法人税等合計 65,399 291,660

少数株主損失（△） △6,340 △6,636

四半期純利益 198,493 353,899
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 11,826,129 9,945,690

売上原価 10,008,990 8,129,099

売上総利益 1,817,139 1,816,591

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 737,667 687,574

給料及び手当 371,383 369,018

賞与引当金繰入額 58,893 60,598

退職給付引当金繰入額 23,213 24,543

賃借料 54,231 47,817

旅費及び交通費 32,168 29,398

その他の経費 148,441 156,754

販売費及び一般管理費合計 1,425,996 1,375,701

営業利益 391,143 440,890

営業外収益   

受取利息 50 38

受取配当金 6,151 6,228

持分法による投資利益 6,941 6,651

為替差益 6,188 －

受取賃貸料 8,175 8,553

作業くず売却益 1,477 510

雑収入 6,035 4,436

営業外収益合計 35,017 26,416

営業外費用   

支払利息 37,394 34,379

為替差損 － 14,499

その他 3,316 2,563

営業外費用合計 40,710 51,441

経常利益 385,451 415,865

特別利益   

貸倒引当金戻入額 87 △3,596

特別利益合計 87 △3,596

特別損失   

固定資産除却損 170 2,121

投資有価証券評価損 986 6,321

ゴルフ会員権評価損 4,807 －

特別損失合計 5,962 8,443

税金等調整前四半期純利益 379,575 403,826

法人税、住民税及び事業税 4,407 139,019

法人税等調整額 164,981 41,387

法人税等合計 169,387 180,406

少数株主損失（△） △4,498 △3,438

四半期純利益 214,686 226,858
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 257,552 638,923

減価償却費 268,782 294,690

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,916 14,975

賞与引当金の増減額（△は減少） △122,913 △122,429

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,199 26,040

未払債務の増減額（△は減少） 197,208 45,668

未収入金の増減額（△は増加） △425,629 109,788

受取利息及び受取配当金 △25,009 △25,642

支払利息 107,907 100,319

為替差損益（△は益） △60 △1,098

持分法による投資損益（△は益） △18,194 △13,850

固定資産売却損益（△は益） － 500

固定資産除却損 2,080 7,474

投資有価証券評価損益（△は益） 986 6,321

ゴルフ会員権評価損 4,807 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,445,022 △1,863,610

たな卸資産の増減額（△は増加） △604,248 △58,414

仕入債務の増減額（△は減少） 1,971,841 1,004,685

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,766 20,767

その他 △12,461 △48,801

小計 △813,889 136,308

利息及び配当金の受取額 50,930 53,066

利息の支払額 △106,159 △98,941

法人税等の支払額 △15,296 △52,688

営業活動によるキャッシュ・フロー △884,415 37,745

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △10,755 △11,152

固定資産の取得による支出 △135,270 △131,943

固定資産の売却による収入 8,592 157

貸付けによる支出 △850 △711

貸付金の回収による収入 1,329 937

その他 △3,719 △114,222

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,673 △256,934

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,847,994 1,431,908

短期借入金の返済による支出 △1,898,430 △1,254,825

長期借入れによる収入 930,000 1,130,000

長期借入金の返済による支出 △754,000 △767,804

自己株式の取得による支出 △32,832 △531

リース債務の返済による支出 － △29,781

配当金の支払額 △91,996 △90,332

その他 △3,486 △2,709

財務活動によるキャッシュ・フロー 997,250 415,925

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,292 6,237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62,129 202,974

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,498 1,312,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,040,369 1,515,408
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙 

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋、トレー 

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨 

３ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用し、当社及び国内連結子会社の評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  

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製品事業が3,424

千円、化成品事業が3,974千円減少し、営業損失はその他事業が5,025千円増加しております。 

４ 「連結財務諸表作成における存外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。 

これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益又は営業損失に与える影響は軽微であります。 

５ 有形固定資産の耐用年数について、当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を８～

10年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律

平成20年４月30日 法律第23号）を契機とし見直しを行い、８～12年に変更しております。 

  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、紙製品事業が

12,485千円増加しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類により区分しております。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 紙製品事業 ……… 角底紙袋、手提袋、平袋、防湿加工紙、包装紙 

(2) 化成品事業 ……… ポリ袋 

(3) その他事業 ……… レジ用紙、事務用品、その他雑貨 

  

(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】

紙製品事業 
(千円)

化成品事業
(千円)

その他事業
(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

10,785,536 12,130,258 8,725,471 31,641,265 ― 31,641,265

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,785,536 12,130,258 8,725,471 31,641,265 ― 31,641,265

営業利益又は営業損失（△） 259,928 26,026 △4,470 281,484 ― 281,484

紙製品事業 
(千円)

化成品事業
(千円)

その他事業
(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

10,350,677 9,220,992 7,365,854 26,937,523 ― 26,937,523

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 10,350,677 9,220,992 7,365,854 26,937,523 ― 26,937,523

営業利益又は営業損失（△） 392,152 343,018 △54,246 680,924 ― 680,924
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合がいずれも90％を超えるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

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

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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。 

  

【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

スーパーバッグ株式会社（3945）平成22年3月期 第3四半期決算短信

－ 12 －



(単位：千円) 

 
  

(単位：千円) 

 
  

6. その他の情報

(1) 受注及び販売の状況

①連結受注状況

前第３四半期連結累計期間 
自平成20年４月１日 
至平成20年12月31日

当第３四半期連結累計期間
自平成21年４月１日 
至平成21年12月31日

前連結会計年度
自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

金額 構成比 金額 金額 構成比 金額 金額 構成比 金額

％ ％ ％

角底紙袋 8,230,937 26.5 849,000 8,207,691 31.1 811,000 10,839,133 27.4 874,000

その他紙袋 780,155 2.5 74,000 717,967 2.7 63,000 998,887 2.5 84,000

防湿加工紙 487,104 1.6 46,000 323,831 1.2 28,000 596,825 1.5 36,000

その他紙製品 1,264,240 4.1 116,400 986,188 3.8 86,300 1,609,379 4.1 109,300

化成品 11,855,258 38.2 1,007,000 8,986,992 34.1 797,000 14,774,868 37.3 1,031,000

その他 8,430,471 27.1 656,000 7,147,854 27.1 641,000 10,758,405 27.2 859,000

合計 31,048,165 100.0 2,748,400 26,370,523 100.0 2,426,300 39,577,497 100.0 2,993,300

②連結販売実績

前第３四半期連結累計期間 
自平成20年４月１日  
至平成20年12月31日

当第３四半期連結累計期間 
自平成21年４月１日 
至平成21年12月31日

前連結会計年度
自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

％ ％ ％

角底紙袋 8,220,937 26.0 8,270,691 30.7 10,804,133 27.1

その他紙袋 799,155 2.5 738,967 2.7 1,007,887 2.5

防湿加工紙 498,104 1.6 331,831 1.2 617,825 1.5

その他紙製品 1,267,340 4.0 1,009,188 3.8 1,619,579 4.1

化成品 12,130,258 38.3 9,220,992 34.2 15,025,868 37.6

その他 8,725,471 27.6 7,365,854 27.4 10,850,405 27.2

合計 31,641,265 100.0 26,937,523 100.0 39,925,697 100.0
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