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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 21,609 2.4 1,932 2.9 2,096 2.8 1,179 △2.1
21年3月期第3四半期 21,101 ― 1,879 ― 2,039 ― 1,204 ―

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 110.58 110.14
21年3月期第3四半期 112.80 112.27

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 32,368 16,125 49.3 1,505.85
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3四半期  15,962百万円 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 3.9 140.59



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、添付資料の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3四半期 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3四半期  575,125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3四半期 10,668,918株 21年3月期第3四半期 10,679,396株



＜売上の状況＞ 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気の回復は見られるものの、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、個人消費の低迷に加え円高基調など、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３四半期連結累計期間の売上高は、前第３四半期連結累計期間に

比べて５億７百万円増（前年同期比2.4%増）の216億９百万円となりました。  

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、数年来続いた原材料価格の高騰は落ち着きました

ものの、依然として高値の状況が続いております。市場での企業間競争もますます激化し、一段と厳しさを増した事

業環境の中、当社グループ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に努め、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、高水準の品質保証体制を徹底し、安定した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るＯＴＣ医薬品向け製品の受注も増加し、前年同期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、新規得意先開拓や新製品獲得

に努めてまいりましたが、受注は横ばいにとどまりました。 

 この結果、当第３四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３四半期連結累計期間に比べて７億

21百万円増（前年同期比3.6%増）の209億66百万円となりました。 

包装システム販売部門 

 当部門では、印刷包材と機械を合わせた包装トータルの提案による、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。 

  印刷包材部門と連携した幅広い提案活動に努めてまいりましたが、当第３四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３四半期連結累計期間に比べて２億14百万円減（前年同期比25.0%減）の６億42百万円

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の伸長により、当第３四半期連結累計期間における営業利益は19億32百万円（前年同期比

2.9%増）、経常利益は20億96百万円（前年同期比2.8%増）となり、四半期純利益は11億79百万円（前年同期比2.1%

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３四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３四半期連結会計期間末の総資産は、323億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億39百万円増加いた

しました。 

 その内、流動資産は、125億80百万円と、前連結会計年度末に比べ15億47百万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、197億88百万円と、前連結会計年度末に比

べ２億91百万円増加いたしました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、162億43百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億21百万円増加い

たしました。 

 その内、流動負債は、123億８百万円と、前連結会計年度末に比べ９億35百万円増加いたしました。その主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。また固定負債は39億34百万円と、前連結会計年度末に比べ

１億86百万円増加いたしました。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は161億25百万円と、前連結会計年度末に比べ７億17百万円増加いたしまし

た。その主な要因は、四半期純利益の計上によるものであります。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末現在の自己資本比率は、49.3％となりました。 

  

 第３四半期の経営成績は、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 1,329,365 1,034,786

受取手形及び売掛金 8,684,776 7,805,279

商品及び製品 816,807 748,486

仕掛品 690,256 780,867

原材料及び貯蔵品 350,251 327,546

繰延税金資産 219,624 232,007

その他 503,347 118,164

貸倒引当金 △14,414 △14,794

流動資産合計 12,580,014 11,032,343

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,701,380 5,844,678

機械装置及び運搬具（純額） 3,260,851 3,624,622

土地 5,736,563 5,451,603

建設仮勘定 348,450 97,356

その他（純額） 361,883 252,603

有形固定資産合計 15,409,129 15,270,864

無形固定資産   

のれん 68,526 120,045

その他 272,503 256,819

無形固定資産合計 341,030 376,865

投資その他の資産   

投資有価証券 2,446,300 2,223,500

長期貸付金 31,121 32,498

繰延税金資産 507,225 539,778

投資不動産（純額） 694,885 696,962

その他 425,961 472,571

貸倒引当金 △67,566 △116,284

投資その他の資産合計 4,037,928 3,849,026

固定資産合計 19,788,088 19,496,756

資産合計 32,368,103 30,529,099



（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 6,125,487 5,304,261

短期借入金 2,830,000 2,530,000

1年内返済予定の長期借入金 707,235 758,064

未払法人税等 419,887 519,369

賞与引当金 273,140 359,023

その他 1,953,057 1,902,552

流動負債合計 12,308,807 11,373,271

固定負債   

長期借入金 1,785,145 1,712,112

繰延税金負債 386,051 369,842

退職給付引当金 969,405 908,034

役員退職慰労引当金 491,939 446,368

その他 301,722 311,905

固定負債合計 3,934,263 3,748,262

負債合計 16,243,071 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 1,655,384 1,649,716

利益剰余金 13,191,136 12,449,184

自己株式 △623,723 △504,713

株主資本合計 15,737,551 15,108,941

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 225,177 121,364

評価・換算差額等合計 225,177 121,364

新株予約権 46,500 38,750

少数株主持分 115,803 138,509

純資産合計 16,125,032 15,407,565

負債純資産合計 32,368,103 30,529,099



（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 21,101,681 21,609,311

売上原価 15,930,441 16,399,793

売上総利益 5,171,240 5,209,517

販売費及び一般管理費 3,292,158 3,276,811

営業利益 1,879,081 1,932,706

営業外収益   

受取利息 772 958

受取配当金 53,548 47,610

受取賃貸料 118,003 114,514

作業くず売却益 86,134 54,935

雑収入 34,180 62,682

営業外収益合計 292,639 280,701

営業外費用   

支払利息 62,797 61,148

支払手数料 11,279 12,952

賃貸収入原価 27,758 25,794

雑損失 30,602 16,512

営業外費用合計 132,437 116,408

経常利益 2,039,283 2,096,999

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 4,496

投資有価証券売却損 － 0

投資有価証券評価損 51,602 －

特別損失合計 74,398 4,496

税金等調整前四半期純利益 2,070,082 2,096,375

法人税、住民税及び事業税 812,677 914,717

法人税等調整額 40,236 △9,573

法人税等合計 852,913 905,143

少数株主利益 12,530 11,439

四半期純利益 1,204,637 1,179,793



（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 2,070,082 2,096,375

減価償却費 1,015,689 1,117,813

のれん償却額 33,768 25,402

株式報酬費用 17,437 7,750

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,508 △49,097

賞与引当金の増減額（△は減少） △82,808 △85,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,712 61,371

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） － △21,377

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,753 45,570

受取利息及び受取配当金 △54,321 △48,569

支払利息 62,797 61,148

有形固定資産除売却損益（△は益） 22,795 4,496

投資有価証券評価損益（△は益） 51,602 －

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） △1,769,079 △835,357

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,637 △415

仕入債務の増減額（△は減少） 1,598,478 920,619

その他 98,298 △97,118

小計 2,910,951 3,202,729

利息及び配当金の受取額 54,334 49,018

利息の支払額 △45,160 △49,036

法人税等の支払額 △1,012,672 △1,036,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,907,452 2,166,546

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） △83,797 81,286

有形固定資産の取得による支出 △1,574,463 △1,575,511

有形固定資産の売却による収入 700 3,169

投資有価証券の取得による支出 △35,606 △50,692

投資有価証券の売却による収入 50,236 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 △6,745 △6,300

貸付金の回収による収入 57,632 6,963

その他 △12,186 △2,108

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,583,756 △1,549,803



（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) 

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） 1,540,000 300,000

長期借入れによる収入 300,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △477,796 △477,796

自己株式の取得による支出 △48,770 △213,044

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

25,809 99,701

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △16,570

配当金の支払額 △463,947 △431,408

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 875,295 △240,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,198,991 375,866

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 1,712,380 1,325,165



 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）及び当第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） 

 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）及び当第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） 

 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）及び当第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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