
   

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 

  

        

平成23年3月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年8月10日

上場会社名 株式会社高速 上場取引所  東 

コード番号 7504 ＵＲＬ  http://www.kohsoku.com 

代表者          （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名）赫 規矩夫 

問合せ先責任者  （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名）鈴木 和明 （ＴＥＬ） 022(259)1611 

四半期報告書提出予定日 平成22年8月12日 配当支払開始予定日 － 
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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  14,634  5.8  742  25.9  797  20.5  406  10.5

22年3月期第１四半期  13,831  5.1  589  20.1  661  8.7  367  11.1

  
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  19  43 －  

22年3月期第１四半期  17  58 －  

  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  32,013  15,429  44.9  686  59

22年3月期  32,341  15,231  43.8  677  37

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 14,359百万円 22年3月期 14,166百万円

  
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  －   8 50 － 8 50  17  00

23年3月期  －  

23年3月期（予想）  9 00 － 9 00  18  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）  29,500  5.1  1,400  6.3  1,500  3.8  700  14.6  33  47

通期  60,000  5.5  2,900  5.8  3,100  4.5  1,700  6.2  81  28



４．その他 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）詳細は、添付資料2ページの「（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用」をご参照ください。 

  

（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              ：有 

（注）詳細は、添付資料3ページの「（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」をご参照ください。 

  

（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説明 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。  

  

※  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。業績予想の前提

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料の2ページの「（３）業績予想に関

する定性的情報」をご参照ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 20,973,920株 22年3月期 20,973,920株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 60,456株 22年3月期 60,452株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 20,913,466株 22年3月期１Ｑ 20,913,507株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（平成22年4月1日～平成22年6月30日）の我が国経済は、アジア向けを中心とした輸出

関連企業や自動車及び家電向け業種において業績の持ち直しの動きが見られたものの、失業率は依然高水準で個人消

費も全体として弱い動きで推移しました。 

当社グループを取り巻く流通小売業界においては、個人所得の減少による生活防衛意識と節約志向の高まりから消

費は低迷しており、食品業界においても、業種・業態を超えた価格競争の激化により、経営環境は引続き厳しい状況

で推移しております。  

このような状況の中、当社グループにおきましては、地域密着型営業を展開し、新規顧客の開拓、既存顧客の深耕

に努め、積極的に市場の要望に応えるべく、グループ内の製造子会社や仕入先メーカーとともに商品開発に努めてま

いりました。この4月には高速キシノ㈱を当社（㈱高速）に吸収合併し、首都圏及び東北全域における産業資材分野

の拡販に向けた体制としました。また、6月には群馬県を含む北関東地区での業容拡大に向けて、当社熊谷営業所を

開設しました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間での業績は売上高146億34百万円(前年同期比105.8％)、営業利益7億42百万

円(同125.9％)、経常利益7億97百万円(同120.5％)、四半期純利益4億6百万円(同110.5％)をあげるにいたりました。

当社グループは「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであるためセグメント情報は記載しておりません。

また、実質的に単一事業のため、事業部門別等の記載も省略しております。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 連結貸借対照表に関する分析 

ア．現金及び預金は、前連結会計年度末に比べて34百万円の増加となりました。詳しくは、「② キャッシュ・フ

ローの状況」をご参照ください。  

イ．受取手形及び売掛金は、前連結会計年度末に比べて1億58百万円の減少となりました。これは前連結会計年度

末である3月に日本コンテック㈱（連結子会社）において成立した大型案件に係る売掛金が入金となったこと

などによります。 

ウ．商品を主とするたな卸資産は、前連結会計年度末に比べて1億23百万円の増加となりました。従来から、連結

会計年度末である3月に比較して第１四半期連結会計期間末である6月は、在庫が増加する傾向にあります。前

第１四半期連結会計期間末との比較では、1億11百万円の減少となっております。 

エ．有形固定資産は、昌和物産㈱（連結子会社）旧本社の土地建物等を売却したことなどにより、前連結会計年度

末に比べて2億44百万円の減少となりました。 

オ．長短借入金は全額が金融機関に対するものであり、返済により前連結会計年度末に比べて3億71百万円の減少

となりました。 

カ．未払法人税等は前連結会計年度末の確定税額を納付し、当第１四半期連結会計期間での見込み額を計上したこ

とにより前連結会計年度末に比べて2億87百万円の減少となりました。 

キ．退職給付引当金は、当社が当第１四半期連結会計期間において、退職給付債務の計算方法を簡便法から原則法

に変更したため発生した退職給付債務1億45百万円（特別損失に計上）などにより、前連結会計年度末に比べ

て1億43百万円の増加となりました。 

ク．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」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）

を適用したことにより、固定負債の部に資産除去債務を17百万円計上しております。  

１．当四半期の連結業績等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 

現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の増減は、前第１四半期連結会計期間が11億38百万円の減少で

あったのに対して、当第１四半期連結会計期間は34百万円の増加となり、当第１四半期連結会計期間末の資金は26

億98百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増減は、前第１四半期連結会計期間が2億7百万円の減少であったのに対して、当第１四半

期連結会計期間は4億78百万円の増加となりました。 

これは主に、堅調な経営成績とともに、前連結会計年度末である3月に日本コンテック㈱において成立した大型

案件に係る売掛金が入金となったことなどによる売上債権の減少額1億58百万円、及び仕入債務の増加額2億23百

万円によります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増減は、前第１四半期連結会計期間が90百万円の減少であったのに対して、当第１四半期

連結会計期間は1億60百万円の増加となりました。 

これは主に、昌和物産㈱旧本社の土地建物等売却などの有形固定資産の売却による収入2億46百万円によりま

す。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、前第１四半期連結会計期間が8億40百万円であったのに対して、当第１四半期連

結会計期間は6億4百万円となりました。 

金融機関に対する長短借入金の返済は純額で3億71百万円となっております。 

主要なキャッシュ・フロー指標は、次のとおりとなっております。 

（注）１ 前第１四半期連結会計期間である平成21年6月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタ

レスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスであったため、記

載しておりません。 

２ 当第１四半期連結会計期間である平成22年6月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率につきまし

ては、年間の営業キャッシュ・フロー金額の代用値として、当第１四半期連結会計期間の営業キャッ

シュ・フロー金額を４倍した金額を用いて算出しております。  

（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日公表の業績

予想から変更はありません。 

（１）重要な子会社の異動の概要（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

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適用 

ア．簡便な会計処理 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間償

却予定額を期間按分しております。 

イ．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は法人税等

に含めて表示しております。 

  平成21年6月期 平成22年6月期 平成22年3月期 

自己資本比率（自己資本／総資本）（％）  41.42  44.85  43.80

時価ベースの自己資本比率 

（株式時価総額／総資産）（％）  41.50  45.40  43.45

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 

（有利子負債／営業キャッシュ・フロー）（％）  －  62.13  65.18

インタレスト・カバレッジ・レシオ 

（営業キャッシュ・フロー／利払い）（倍）  －  102.12  98.83

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 連結の範囲に関する事項の変更 

高速キシノ㈱は平成22年4月1日付にて当社が吸収合併したことに伴い、連結の範囲から除外しております。 

② 会計処理基準に関する事項の変更 

ア．資産除去債務に関する会計基準の適用 

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、固定資産の建物及び構築物（純額）は1,544千円、固定負債の資産除去債務は17,597千円それぞれ

増加し、営業利益及び経常利益は156千円、税金等調整前四半期純利益は16,053千円それぞれ減少しておりま

す。 

イ．退職給付債務の計算方法の変更 

当社は、前連結会計年度まで退職給付債務の計算を簡便法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間か

ら、原則法により計算しております。 

この変更は、新入社員の入社、連結子会社の吸収合併等に伴い、平成22年4月1日において、当社の退職給付債務

計算の対象となる従業員数が300人を超えた事を機に、退職給付債務の計算方法を再検討したところ、原則法に

より高い信頼性をもって、数理計算上の見積りを行うことができると判断したためであります。  

なお、この変更により、営業利益及び経常利益は13,980千円増加し、税金等調整前四半期純利益は131,896千円

減少しております。 

また、前第３四半期連結会計期間より、連結子会社１社（常磐パッケージ㈱）は、退職給付債務の計算方法を原

則法から簡便法に変更しております。 

これは、常磐パッケージ㈱が平成21年10月1日付けにて、いわき紙器㈱、常磐プラスチック工業㈱及び㈱ジェ

イ・アイ・ピーを吸収合併した際に退職金規程の改定を行ったことを機に、退職給付債務の計算方法について再

検討をしたところ、退職給付債務の計算が必要となる制度の対象者は制度改定時の在籍者（300人未満）のみで

あり、今後新規の対象者は発生せず、対象者は漸減していくことが予想されることから、原則法では高い信頼性

を持って見積りを行うことが困難であり簡便法による計算がより妥当と判断し行ったものであります。  

なお、前第１四半期連結累計期間は、従来の方法によっております。前第１四半期連結累計期間に、変更後の方

法を適用した場合、当該期間の営業利益及び経常利益は12,896千円、税金等調整前四半期純利益は21,315千円そ

れぞれ増加いたします。 

③ 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用により、当第１四半期連結累計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

（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。  
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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 2,758,232 2,723,551

受取手形及び売掛金 9,507,562 9,666,413

商品及び製品 2,840,982 2,705,468

仕掛品 77,625 91,505

原材料及び貯蔵品 125,468 123,491

繰延税金資産 321,845 321,527

その他 200,967 184,990

貸倒引当金 △12,435 △21,097

流動資産合計 15,820,248 15,795,850

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  4,347,761 ※1  4,430,734

土地 8,265,614 8,399,762

リース資産（純額） ※1  568,098 ※1  605,198

建設仮勘定 30,512 16,062

その他（純額） ※1  632,213 ※1  637,434

有形固定資産合計 13,844,200 14,089,192

無形固定資産   

のれん 101,819 109,651

リース資産 7,232 8,933

その他 78,408 64,794

無形固定資産合計 187,460 183,378

投資その他の資産   

投資有価証券 1,058,803 1,125,536

長期貸付金 14,156 16,205

投資不動産（純額） ※2  327,354 ※2  328,603

繰延税金資産 348,517 403,313

その他 455,946 448,189

貸倒引当金 △42,732 △49,143

投資その他の資産合計 2,162,044 2,272,704

固定資産合計 16,193,705 16,545,276

資産合計 32,013,953 32,341,126
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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 11,545,516 11,321,954

短期借入金 110,000 410,000

1年内返済予定の長期借入金 296,860 296,860

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

リース債務 169,396 186,344

未払法人税等 283,989 571,411

賞与引当金 376,660 443,601

売上割戻引当金 15,075 －

その他 806,232 784,934

流動負債合計 13,653,731 14,065,106

固定負債   

長期借入金 733,180 805,150

長期未払金 183,141 261,378

リース債務 418,812 440,341

繰延税金負債 526,822 612,919

退職給付引当金 909,850 765,876

役員退職慰労引当金 24,020 22,840

資産除去債務 17,597 －

負ののれん 75,425 90,590

その他 41,631 45,660

固定負債合計 2,930,482 3,044,756

負債合計 16,584,213 17,109,863

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,690,450 1,690,450

資本剰余金 1,858,290 1,858,290

利益剰余金 10,905,222 10,676,615

自己株式 △38,944 △38,941

株主資本合計 14,415,017 14,186,414

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △56,001 △20,138

評価・換算差額等合計 △56,001 △20,138

少数株主持分 1,070,723 1,064,987

純資産合計 15,429,740 15,231,263

負債純資産合計 32,013,953 32,341,126
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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 13,831,664 14,634,308

売上原価 11,134,149 11,795,573

売上総利益 2,697,515 2,838,734

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 335,338 343,663

貸倒引当金繰入額 25,265 －

給料及び手当 729,193 738,812

賞与引当金繰入額 145,802 145,041

役員退職慰労引当金繰入額 1,421 1,180

退職給付引当金繰入額 34,518 24,453

のれん償却額 9,279 7,832

その他 827,128 835,684

販売費及び一般管理費合計 2,107,947 2,096,667

営業利益 589,568 742,066

営業外収益   

受取利息 172 133

受取配当金 14,223 13,089

負ののれん償却額 25,140 15,164

仕入割引 23,107 12,582

受取賃貸料 22,687 22,786

その他 8,932 11,303

営業外収益合計 94,264 75,059

営業外費用   

支払利息 7,615 4,688

賃貸収入原価 6,390 8,346

コミットメントフィー 2,833 2,833

その他 5,056 3,355

営業外費用合計 21,895 19,223

経常利益 661,936 797,903

特別利益   

固定資産売却益 33 111,671

貸倒引当金戻入額 － 4,208

特別利益合計 33 115,880

特別損失   

固定資産売却損 － 32,504

固定資産除却損 239 232

投資有価証券売却損 22,198 －

退職給付引当金繰入額 － 145,876

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,896

特別損失合計 22,437 194,509

税金等調整前四半期純利益 639,531 719,274

法人税等 269,695 298,140

少数株主損益調整前四半期純利益 － 421,134

少数株主利益 2,035 14,763

四半期純利益 367,801 406,370
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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 639,531 719,274

減価償却費 177,219 174,314

のれん償却額 9,279 7,832

負ののれん償却額 △25,140 △15,164

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,282 △66,940

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,339 143,974

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,421 1,180

長期未払金の増減額（△は減少） △72,000 △78,237

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,831 △15,072

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,896

その他の引当金の増減額（△は減少） 15,251 15,075

受取利息及び受取配当金 △14,396 △13,222

支払利息 7,615 4,688

有形固定資産除却損 239 232

有形固定資産売却損益（△は益） △33 △79,167

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 22,198 －

売上債権の増減額（△は増加） △169,202 158,851

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,580 △123,609

仕入債務の増減額（△は減少） △94,156 223,562

未収消費税等の増減額（△は増加） 52,936 30,245

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,881 △41,314

その他の資産の増減額（△は増加） △39,149 △54,677

その他の負債の増減額（△は減少） △7,344 34,684

小計 418,458 1,042,402

利息及び配当金の受取額 14,396 13,222

利息の支払額 △7,826 △4,639

法人税等の支払額 △632,327 △572,158

営業活動によるキャッシュ・フロー △207,299 478,826

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 △79,070 △59,230

有形固定資産の売却による収入 456 246,925

無形固定資産の取得による支出 △2,700 △20,160

投資有価証券の取得による支出 △9,640 △9,799

貸付けによる支出 △110 －

貸付金の回収による収入 653 2,746

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,412 160,482

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 600,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △2,100,000 △600,000

長期借入れによる収入 1,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △107,660 △71,970

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △60,698 △54,503

自己株式の純増減額（△は増加） － △2

配当金の支払額 △167,728 △178,151

少数株主への配当金の支払額 △4,521 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △840,607 △604,628

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,138,319 34,681

現金及び現金同等物の期首残高 3,361,075 2,663,551

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,222,756 ※  2,698,232
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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「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであ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。 

（事業区分の方法の変更） 

当社グループのセグメントは、従来、「包装資材等製造販売事業」の他に、当社が自社のシステム開発にて

得た利用技術、成果物などを外部へ販売する「コンピューター及び周辺機器並びにソフトウェアの販売」、

「コンピューター・ソフトウェアの企画、開発及び導入指導」を「その他の事業」として区分しておりました

が、客先、販売方法、必要とするスキルなどが共通であり、かつ、売上高も僅少であるため、「その他の事

業」も第１四半期連結会計期間から「包装資材等製造販売事業」に含め、単一セグメントといたしました。 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

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がないため該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

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） 

海外売上高はないため該当事項はありません。 

〔セグメント情報〕 

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） 

当社グループは「包装資材等製造販売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

（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。 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他注記事項

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 
（平成22年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

千円9,344,509 千円9,348,276

※２ 投資不動産の減価償却累計額 ※２ 投資不動産の減価償却累計額 

千円95,854 千円94,605

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） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 千円2,282,756

預入期間が3ヶ月を超える定

期性預金 
千円△60,000

現金及び現金同等物 千円2,222,756

現金及び預金 千円2,758,232

預入期間が3ヶ月を超える定

期性預金 
千円△60,000

現金及び現金同等物 千円2,698,232
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（株主資本等関係）  

当第１四半期連結会計期間末（平成22年6月30日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式 20,973,920株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式   60,456株 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

（デリバティブ取引関係）  

該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係）  

当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）  

１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年5月28日 

取締役会 
普通株式  177,764  8.50 平成22年3月31日 平成22年6月25日  利益剰余金

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 
（平成22年3月31日） 

１株当たり純資産額 686.59円 １株当たり純資産額 677.37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） 

１株当たり四半期純利益金額 17.58円 １株当たり四半期純利益金額 19.43円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
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） 

四半期純利益（千円）  367,801  406,370

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  367,801  406,370

期中平均株式数（株）  20,913,507  20,913,466

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

――――― 平成17年6月16日定時株主総会

決議による新株予約権 

権利行使期間の終了  
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（重要な後発事象）  

該当事項はありません。 

生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当社グループの事業は単一セグメントであり、生産実績は、製造原価で1,418,951千円（消費税等は含まれており

ません。）であります。 

(2) 受注実績 

 商品によりましては、見込み生産の商品に名入れ等を受注により施すもの、受注生産の形式を取りながら恒常的に

受注される商品について、生産ラインの平準化のため見込み生産を行うものがあるため、受注生産を区分して表示す

ることは難しく、よって、受注実績の記載は省略しております。 

(3) 販売実績 

当社グループの事業は単一セグメントであります。 

参考情報としまして、当第１四半期連結会計期間における販売実績を商品グループ別に示すと、次のとおりであり

ます。 

なお、当社グループにおける商品分類は、下記のとおりとなっております。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

区分 商品 

食品容器 トレー、弁当容器、フードパック、折箱、魚函、インジェクション容器 他 

フィルム・ラミネート 
ストレッチフィルム、ポリエチレン袋、ポリプロピレン袋、ラミネートフィルム、ラミ

ネート袋 他 

紙製品・ラベル 紙箱、包装紙、紙袋、シール、ラベル、記録紙、チラシ、リサイクルコピー用紙 他 

機械 包装機、食品加工機、物流機械 他 

物流資材・設備 
コンテナー、パレット、段ボール、かご車、冷凍パン、テープ類、PPバンド、厨房機

器、店舗関連機器 他 

茶包装関連資材 茶袋、茶筒、茶袋用カートン及びケース 他 

その他 
トレー原反、原紙、プラスチック原料、工業用包装材、ディスプレー用品、割箸、バラ

ン、事務用品、リサイクルトナー 他 

区分 
当第１四半期連結会計期間

金額（千円） 
前第１四半期連結会計期間

金額（千円） 
前年同期比 
（％） 

食品容器  4,094,692  3,966,868  103.2

フィルム・ラミネート  2,502,122  2,437,521  102.7

紙製品・ラベル  1,801,100  1,850,669  97.3

機械  354,466  269,345  131.6

物流資材・設備  2,574,123  2,376,643  108.3

茶包装関連資材  1,241,363  1,255,855  98.8

その他  2,066,440  1,674,761  123.4

合計  14,634,308  13,831,664  105.8
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