
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  23,191  2.0  2,486  △6.7  2,521  △10.4  1,708  △10.2

22年３月期第１四半期  22,742  △5.3  2,665  35.1  2,813  34.1  1,902  45.2

  
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 

23年３月期第１四半期  60  85  －  －

22年３月期第１四半期  67  78  －  －

  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 

23年３月期第１四半期  80,344  47,136  58.7  1,678  78

22年３月期  75,026  46,031  61.4  1,639  76

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 47,136百万円 22年３月期 46,031百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期  － －  15 00 － － 15 00 30  00

23年３月期  － －

23年３月期（予想）  15 00 － － 20 00 35  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  46,300  1.3  5,000  △0.8  5,130  2.0  3,400  9.7  119  77

通期  90,000  4.2  7,730  △1.1  7,960  4.1  5,100  0.2  179  65



４．その他（詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規       －社 （社名）－                        除外        －社  （社名）－ 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 30,080,978株 22年３月期 30,080,978株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,002,921株 22年３月期 2,008,662株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 28,072,523株 22年３月期１Ｑ 28,072,541株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高231億91百万円（前年同期比2.0％増）、営業利益24億86百万

円（前年同期比6.7％減）、経常利益25億21百万円（前年同期比10.4％減）、四半期純利益17億８百万円（前年同期

比10.2％減）となりました。 

セグメント別の業績の状況は、以下のとおりであります。 

（日本） 

シュリンクラベルは天候要因やラベルの薄肉短小化の影響などで売上高は前年同期比6.5％減となりました。タッ

クラベルは電池向けが好調で売上高は前年同期比4.7％増となりました。ソフトパウチは前年同期比7.3％減、機械は

前年同期比8.2％減となりました。 

損益面では、売上高が減少したこと、また組織の再編に伴う費用などにより減益となりました。 

その結果、日本の売上高は168億61百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は18億52百万円（前年同期比14.6％

減）となりました。 

  

（北中米） 

シュリンクラベルは乳製品やトイレタリー向けが好調となり売上高は前年同期比34.2％増（現地通貨ベース）と

なりました。その他ラベルの売上高は前年同期比9.0％減（現地通貨ベース）、機械は前年同期比12.2％減（現地通

貨ベース）となりました。 

損益面では、シュリンクラベルの売上増加などによって増益となりました。 

 その結果、北中米の売上高は38億16百万円（前年同期比14.3％増、現地通貨ベース20.6％増）、営業利益４億46百

万円（前年同期比50.9％増、現地通貨ベース59.4％増）となりました。 

  

（欧州） 

シュリンクラベルはトイレタリー向けが拡大したことなどにより売上高は前年同期比7.2％増（現地通貨ベース）

となりました。機械は前年同期比21.8％減（現地通貨ベース）となりました。 

損益面では、機械の新規機種の欧州での導入に伴うコストなどにより減益となりました。 

 その結果、欧州の売上高は29億25百万円（前年同期比3.0％減、現地通貨ベース0.8％増）、営業利益は２億11百万

円（前年同期比6.2％減、現地通貨ベース2.5％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は803億44百万円となり、前連結会計年度末と比較し53億17百万円の

増加となりました。これは、現金及び預金が６億80百万円増加したほか、受取手形及び売掛金が季節的な要因による

売上高の増加で31億83百万円増加したことなどで流動資産が52億11百万円増加したこと、有形固定資産が２億70百万

円増加したこと等によるものであります。 

負債合計は332億７百万円となり、前連結会計年度末と比べ42億12百万円の増加となりました。これは、支払手形

及び買掛金が23億36百万円、長期借入金（１年内返済予定を含む）が12億93百万円それぞれ増加したこと等によるも

のであります。 

純資産額合計は、利益剰余金の増加などに伴い、前連結会計年度末に比べ11億５百万円増加の471億36百万円とな

りました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、10億37百万円の収入となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益24億51百万円を計上し、減価償却費10億32百万円及び仕入債務の増加額24億６百万円

等による収入と、売上債権の増加額33億52百万円及び法人税等の支払額19億14百万円等の支出によるものでありま

す。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、11億19百万円の支出となりました。これは、日本及び北中米における設

備投資に伴う有形固定資産の取得による支出10億52百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、４億53百万円の収入となりました。これは、長期借入金の純増による収

入12億78百万円と短期借入金の純増減による支出４億２百万円及び配当金の支払額４億21百万円等によるものであり

ます。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億18百

万円増加し、52億65百万円となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月12日に公表い

たしました業績予想から変更はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等を使用しております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、一部の在外子会社について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。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降

に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測などを利用する方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。  

 これにより、営業利益及び経常利益は925千円減少し、税金等調整前四半期純利益は17,843千円減少しておりま

す。   

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,134,916 5,454,814

受取手形及び売掛金 25,365,529 22,181,559

商品及び製品 2,865,316 2,923,960

仕掛品 1,464,193 1,282,091

原材料及び貯蔵品 2,156,326 2,049,018

繰延税金資産 916,083 745,425

その他 2,144,494 1,216,547

貸倒引当金 △59,326 △77,367

流動資産合計 40,987,534 35,776,050

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,369,196 8,403,654

機械装置及び運搬具（純額） 17,433,048 17,959,788

土地 4,557,271 4,571,278

リース資産（純額） 140,607 143,804

建設仮勘定 3,290,812 2,468,932

その他（純額） 469,451 442,676

有形固定資産合計 34,260,387 33,990,134

無形固定資産   

のれん 118,400 133,200

リース資産 522 583

その他 725,499 772,430

無形固定資産合計 844,421 906,213

投資その他の資産   

投資有価証券 2,870,551 2,970,564

繰延税金資産 692,696 699,000

その他 718,273 715,238

貸倒引当金 △29,375 △30,214

投資その他の資産合計 4,252,145 4,354,588

固定資産合計 39,356,954 39,250,935

資産合計 80,344,489 75,026,986
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,870,289 14,534,191

短期借入金 4,046,488 4,230,738

1年内返済予定の長期借入金 679,879 635,786

リース債務 50,645 48,532

未払金 2,661,274 2,559,052

未払法人税等 922,203 1,428,762

繰延税金負債 － 1,784

賞与引当金 1,159,506 781,305

その他 2,748,491 2,027,259

流動負債合計 29,138,778 26,247,412

固定負債   

長期借入金 2,199,164 949,504

リース債務 97,415 102,248

繰延税金負債 186,217 202,211

退職給付引当金 1,495,188 1,442,917

資産除去債務 48,440 －

その他 42,306 50,750

固定負債合計 4,068,733 2,747,633

負債合計 33,207,511 28,995,045

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,990,186 5,990,186

資本剰余金 6,207,210 6,233,090

利益剰余金 43,572,668 42,311,153

自己株式 △3,945,955 △3,982,733

株主資本合計 51,824,110 50,551,696

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42,666 73,769

年金債務調整額 △832,988 △824,573

為替換算調整勘定 △3,896,810 △3,768,951

評価・換算差額等合計 △4,687,132 △4,519,754

純資産合計 47,136,977 46,031,941

負債純資産合計 80,344,489 75,026,986
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 22,742,311 23,191,982

売上原価 17,337,312 17,737,327

売上総利益 5,404,998 5,454,654

販売費及び一般管理費 2,739,371 2,967,715

営業利益 2,665,627 2,486,939

営業外収益   

受取利息 581 9,001

受取配当金 12,524 13,620

持分法による投資利益 71,181 62,333

為替差益 67,264 －

事務所移転補填金 － 32,053

その他 54,705 25,962

営業外収益合計 206,257 142,971

営業外費用   

支払利息 52,207 31,123

為替差損 － 75,599

その他 5,959 1,468

営業外費用合計 58,167 108,191

経常利益 2,813,717 2,521,719

特別利益   

固定資産売却益 9,397 702

その他 1,928 －

特別利益合計 11,325 702

特別損失   

固定資産除売却損 51,456 53,896

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,917

特別損失合計 51,456 70,814

税金等調整前四半期純利益 2,773,586 2,451,607

法人税、住民税及び事業税 977,499 914,569

法人税等調整額 △106,599 △171,138

法人税等合計 870,900 743,431

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,708,176

四半期純利益 1,902,685 1,708,176
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６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 2,773,586 2,451,607

減価償却費 1,039,268 1,032,968

のれん償却額 34,487 14,800

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 16,917

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,911 △15,711

賞与引当金の増減額（△は減少） 350,750 378,111

退職給付引当金の増減額（△は減少） △87,872 59,511

持分法による投資損益（△は益） △71,181 △62,333

固定資産除売却損益（△は益） 42,059 53,194

受取利息及び受取配当金 △13,106 △22,622

支払利息 52,207 31,123

為替差損益（△は益） 1,232 10,465

売上債権の増減額（△は増加） △3,013,768 △3,352,273

たな卸資産の増減額（△は増加） 90,332 △246,540

仕入債務の増減額（△は減少） 1,488,810 2,406,468

未払金の増減額（△は減少） 163,583 △34,035

その他 568,556 242,711

小計 3,423,857 2,964,363

利息及び配当金の受取額 13,391 21,518

利息の支払額 △58,406 △34,079

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,455,705 △1,914,416

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,923,136 1,037,384

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 △1,029,487 △1,052,267

有形固定資産の売却による収入 13,472 5,302

無形固定資産の取得による支出 △21,778 △38,140

投資有価証券の取得による支出 △5,526 △5,909

投資有価証券の売却による収入 9,438 －

その他 △18,660 △28,166

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,052,542 △1,119,181

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） 322,780 △402,200

長期借入れによる収入 － 1,499,955

長期借入金の返済による支出 △196,449 △221,550

自己株式の取得による支出 △28 △506

自己株式の売却による収入 － 11,406

配当金の支払額 △421,088 △421,084

その他 △9,415 △12,575

財務活動によるキャッシュ・フロー △304,202 453,443

現金及び現金同等物に係る換算差額 42,043 46,706

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 608,435 418,353

現金及び現金同等物の期首残高 5,537,166 4,846,714

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,145,601 5,265,068
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当社グループは、シュリンクラベル・タックラベル及びソフトパウチの製造販売、包装機械の製造販売等を事業

内容としておりますが、これらの製品は一連のものであり、システム販売をしております。また、採算性について

もシステムとして管理しており、単一の事業と考えているため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する国は次のとおりであります。 

北中米：アメリカ、メキシコ 

欧州：イギリス、オランダ、フランス、ポーランド  

  

〔海外売上高〕  

（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北中米：アメリカ、カナダ、メキシコ 

欧州：欧州全域 

その他：東南アジア、インド、オーストラリア他 

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）

日本(千円) 北中米(千円) 欧州(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  16,913,428  3,336,530  2,492,352  22,742,311  －  22,742,311

(2）セグメント間の内部売上高  539,629  4,058  523,432  1,067,120  (1,067,120)  －

計  17,453,057  3,340,588  3,015,785  23,809,431  (1,067,120)  22,742,311

営業利益  2,169,245  295,659  225,104  2,690,010  (24,383)  2,665,627

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）

北中米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,342,019  2,449,264  222,753  6,014,037

Ⅱ 連結売上高（千円）        22,742,311

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 14.7  10.8  1.0  26.4
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 【セグメント情報】   

 ① 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社及び連結子会社は、シュリンクラベル・タックラベル・ソフトパウチ及び機械などを中心としたパッケージ

ングの企画、提案、開発、製造及び販売等の事業を、「日本」、「北中米」及び「欧州」の各地域で展開しており

ます。 

 したがって、当社は販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北中米」及び

「欧州」の３つを報告セグメントとしております。 

  

 ② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

                                      （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額23,212千円は、セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益であります。  

  

（追加情報） 

     当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

報告セグメント
調整額 

（注１） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（注２）  日本 北中米 欧州 合計

売上高             

外部顧客への売上高  16,677,824  3,812,235  2,701,922  23,191,982  －  23,191,982

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 183,403  4,758  223,591  411,753  △411,753  －

計  16,861,227  3,816,994  2,925,513  23,603,735  △411,753  23,191,982

セグメント利益  1,852,627  446,292  211,231  2,510,151  △23,212  2,486,939

（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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（１）販売実績 

   

４．補足情報

品目別 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日） 前年同期比

（％） 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

 シュリンクラベル  15,091,546  66.4  15,239,309  65.7  101.0

タックラベル  2,392,314  10.5  2,490,963  10.7  104.1

 その他ラベル  655,772  2.9  565,156  2.4  86.2

 ソフトパウチ  1,210,861  5.3  1,137,675  4.9  94.0

 機械  1,428,469  6.3  1,625,324  7.0  113.8

 その他  1,963,347  8.6  2,133,552  9.3  108.7

合 計  22,742,311  100.0  23,191,982  100.0  102.0
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