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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 5,022 3.5 △254 ― △264 ― △260 ―

22年3月期第2四半期 4,853 △15.3 42 △47.9 33 △44.4 0 △99.8

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2四半期 △46.68 ―

22年3月期第2四半期 0.01 ―

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2四半期 14,442 8,258 57.2 1,481.99
22年3月期 14,747 8,624 58.5 1,547.64

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,258百万円 22年3月期  8,624百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 5.00 ― 7.50 12.50
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,000 3.8 △450 ― △470 ― △470 ― △84.34



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 6,377,500株 22年3月期  6,377,500株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  805,065株 22年3月期  804,674株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,572,624株 22年3月期2Q 5,573,911株

※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いません。 

※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３ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 
 当第２四半期累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、アジア向けを中心とし
た輸出の増加及び政府の経済対策効果により生産に持ち直しの動きが見られ、設備投資も下げ止まるなど、景気は
緩やかな回復基調を辿りました。一方、雇用環境は失業率が引き続き高水準で推移するなど、雇用・所得環境は依
然として厳しく、また、今後において政策効果が剥落することや円高・株式市場の低迷などにより、先行き不透明
な厳しい経済環境が続いております。  
 包装資材業界においては、雇用・所得環境が引き続き厳しい中、消費者の生活防衛意識や節約志向、低価格志向
が依然として進行しており、厳しい事業環境が続いております。 
 当社は、このような状況のもと、包装資材事業は、新規取引先開拓や既存客先の受注拡大に積極的に取り組み、
化粧品分野では大幅に落ち込んだ樹脂パッケージの売上が回復いたしませんでしたが、食品分野や日用品分野では
堅調に推移したため、売上高は4,313百万円（前年同期比6.4%増）となりました。利益面については、商品構成の
変化に伴う利益率の低下と、定期品の改版が相次いだことや急激な商品構成の変化に対し、紙器パッケージライン
と樹脂パッケージラインの生産バランスがくずれ、中長期生産計画に基づく計画的な生産が十分に機能しなかった
ことによる生産効率の悪化や、その仕様の変化に対応できず、工程内に隘路が生じたことで外注費等が増加いたし
ました。また、製品に対する品質要求基準の高まりへの対応などにより製造コストが増加いたしました。これらの
結果、採算が悪化いたしました。 
 精密塗工事業は、一昨年秋口以後に落ち込んだ需要の回復を目指し、新規客先及び新規分野の開拓に注力してい
るものの、安定的な受注もしくは大型製品の受注の獲得にはいたらず、売上高は382百万円（前年同期比16.8％
減）となりました。利益面については、売上高の減少や環境設備の償却費負担の増加などにより、減益となりまし
た。 
 その他事業は、販促品の売上に回復の兆しが見られたものの、受託包装の売上が低迷したことにより、売上高は
326百万円（前年同期比3.9％減）となりました。利益面については、ほぼ横這いとなりました。 
 この結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高5,022百万円（前年同期比3.5％増）、営業損失254百
万円（前年同期 営業利益42百万円）、経常損失264百万円（前年同期 経常利益33百万円）、四半期純損失260百万
円（前年同期 四半期純利益0百万円）となりました。 

  
  

（２）財政状態に関する定性的情報 
 当第２四半期会計期間末の資産につきましては、前事業年度末に比べ305百万円減少し、14,442百万円となりま
した。これは主に、売上債権が474百万円増加したものの、現金及び預金が383百万円、減価償却の進行により有形
固定資産が240百万円、株式時価の下落により投資有価証券が89百万円減少したことによるものであります。  
 負債につきましては、前事業年度末に比べ61百万円増加し、6,184百万円となりました。これは主に、借入金が
245百万円、設備購入支払手形の減少などにより流動負債のその他が96百万円減少したものの、仕入債務が468百万
円増加したことによるものであります。 
 純資産につきましては、前事業年度末に比べ366百万円減少し、8,258百万円となりました。これは主に、剰余金
の配当及び四半期純損失の計上により利益剰余金が301百万円、投資有価証券が含み損になったことに伴いその他
有価証券評価差額金が64百万円減少したことによるものであります。 
  
 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ383百万円減少し、2,200百万円と
なりました。 
 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、168百万円の収入（前年同期比61.0％
減）となりました。これは主に、税引前四半期純損失267百万円、売上債権の増加474百万円があったものの、減価
償却費364百万円、仕入債務の増加468百万円があったこと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） 
 当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、247百万円の支出（前年同期比11.3％
増）となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出222百万円があったこと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） 
 当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、304百万円の支出（前年同期比0.4％増）
となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出245百万円と配当金の支払41百万円があったことによる
ものであります。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（３）業績予想に関する定性的情報 
 平成23年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年３月期第２四半期累計期間で赤字を計上したことに加
え、下期以降は、景気の不透明感が増すなど厳しい経営環境が予想される中、売上高については、下期計画の見直
しを行ない、通期の売上高を下方修正しております。利益面では、商品構成や仕様の変化に対応した生産ラインを
確立するために一部生産設備の導入と樹脂パッケージ専用ラインの紙器兼用化、品質保証体制の整備などの生産体
制の見直しを実施し、中長期計画生産の正常化を目指し、収益基盤強化に取り組んでまいりますが、従来予想の水
準に達するには今年度いっぱいを要する見込みのため、平成22年７月30日に公表いたしました業績予想を修正して
おります。 
 詳細につきましては、本日（平成22年10月28日）別途に公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関す
るお知らせ」をご参照ください。  
   

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 
１．簡便な会計処理 
 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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定して
おります。 

２．特有の会計処理 
  該当事項はありません。 

  
（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
・資産除去債務に関する会計基準の適用   
 第１四半期会計期間より、「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、当第２四半期累計期間の営業損失及び経常損失は114千円、税引前四半期純損失は2,489千円増
加しております。 

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,200,375 2,584,168 
受取手形及び売掛金 2,897,359 2,423,173 
商品及び製品 308,545 317,511 
仕掛品 384,925 360,346 
原材料及び貯蔵品 134,725 135,295 
その他 765,462 843,837 
貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 6,690,393 6,663,333 
固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 1,584,006 1,639,877 
機械及び装置（純額） 2,072,664 2,238,123 
土地 2,189,786 2,189,786 
その他（純額） 150,584 169,516 
有形固定資産合計 5,997,042 6,237,304 

無形固定資産 68,973 81,445 
投資その他の資産   
投資有価証券 1,003,717 1,092,860 
その他 684,633 674,886 
貸倒引当金 △1,830 △1,894 

投資その他の資産合計 1,686,521 1,765,852 

固定資産合計 7,752,537 8,084,602 

資産合計 14,442,931 14,747,936 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,798,959 2,330,242 
短期借入金 350,000 350,000 
1年内返済予定の長期借入金 439,400 457,800 
未払法人税等 12,358 44,864 
賞与引当金 83,000 86,000 
その他 505,013 601,058 
流動負債合計 4,188,731 3,869,966 

固定負債   
長期借入金 1,059,800 1,286,800 
退職給付引当金 133,532 111,997 
役員退職慰労引当金 292,025 280,078 
その他 510,536 574,370 
固定負債合計 1,995,894 2,253,246 

負債合計 6,184,625 6,123,212 



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,244,500 2,244,500 
資本剰余金 2,901,824 2,901,824 
利益剰余金 3,592,721 3,894,668 
自己株式 △456,767 △456,629 

株主資本合計 8,282,278 8,584,363 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △16,187 48,745 
繰延ヘッジ損益 △7,785 △8,386 

評価・換算差額等合計 △23,972 40,359 

純資産合計 8,258,305 8,624,723 

負債純資産合計 14,442,931 14,747,936 



（２）四半期損益計算書 
  （第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,853,165 5,022,389 
売上原価 4,090,728 4,533,709 
売上総利益 762,437 488,680 
販売費及び一般管理費 719,893 743,512 

営業利益又は営業損失（△） 42,544 △254,831 

営業外収益   
受取利息 4,858 4,671 
受取配当金 13,738 14,178 
その他 5,174 4,089 
営業外収益合計 23,770 22,939 

営業外費用   
支払利息 29,353 27,271 
その他 3,518 5,741 
営業外費用合計 32,872 33,013 

経常利益又は経常損失（△） 33,442 △264,905 

特別利益   
固定資産売却益 2,482 － 
保険解約返戻金 2,540 － 

特別利益合計 5,023 － 

特別損失   
固定資産売却損 485 － 
固定資産除却損 20 4 
役員退職慰労金 3,320 － 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,375 
特別損失合計 3,826 2,379 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 34,639 △267,284 

法人税、住民税及び事業税 46,879 4,085 
法人税等調整額 △12,319 △11,218 

法人税等合計 34,560 △7,133 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 78 △260,151 



  （第２四半期会計期間） 
（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,560,870 2,651,391 
売上原価 2,118,406 2,400,712 
売上総利益 442,464 250,679 
販売費及び一般管理費 360,658 368,950 

営業利益又は営業損失（△） 81,805 △118,270 

営業外収益   
受取利息 2,547 2,492 
受取配当金 3,652 3,823 
その他 3,897 2,933 
営業外収益合計 10,097 9,250 

営業外費用   
支払利息 14,324 13,278 
為替差損 5,046 － 
その他 132 1,024 
営業外費用合計 19,503 14,303 

経常利益又は経常損失（△） 72,399 △123,324 

特別利益   
固定資産売却益 856 － 
保険解約返戻金 2,540 － 

特別利益合計 3,397 － 

特別損失   
役員退職慰労金 3,143 － 

特別損失合計 3,143 － 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 72,653 △123,324 

法人税、住民税及び事業税 44,837 2,042 
法人税等調整額 △6,159 △5,609 

法人税等合計 38,677 △3,566 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 33,975 △119,757 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△） 34,639 △267,284 

減価償却費 369,663 364,486 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,575 21,535 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,344 11,946 
受取利息及び受取配当金 △18,596 △18,850 
支払利息 29,353 27,271 
有形固定資産売却損益（△は益） △1,996 － 
売上債権の増減額（△は増加） △145,497 △474,185 
たな卸資産の増減額（△は増加） △8,197 △15,042 
その他の資産の増減額（△は増加） 128,759 76,630 
仕入債務の増減額（△は減少） 20,799 468,716 
その他 33,531 10,998 
小計 465,689 206,220 

利息及び配当金の受取額 18,601 18,850 
利息の支払額 △29,812 △26,872 
法人税等の支払額 △22,136 △32,300 
その他 △448 2,462 
営業活動によるキャッシュ・フロー 431,893 168,360 

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 △210,085 △222,943 
有形固定資産の売却による収入 7,350 － 
投資有価証券の取得による支出 △9,547 △9,664 
その他 △10,435 △15,315 

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,719 △247,924 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △15,961 △17,152 
長期借入金の返済による支出 △245,300 △245,400 
自己株式の取得による支出 △263 △137 
配当金の支払額 △41,509 △41,562 

財務活動によるキャッシュ・フロー △303,034 △304,252 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △52 22 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,912 △383,793 

現金及び現金同等物の期首残高 2,448,273 2,584,168 
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,354,360 2,200,375 



 該当事項はありません。  

  

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。 
 当社は製品の区分別のセグメントから構成されており、「包装資材事業」、「精密塗工事業」の２つを報告セグメ
ントとしております。 
 「包装資材事業」は、紙器、樹脂パッケージ、ラベル、説明書等を製造販売しております。「精密塗工事業」は、
電子部材・記録媒体・建材等の精密塗工製品の製造を受託しております。  

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２四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品・化粧品・医薬部外品
等の加工・セットを受託するほか、販促品等の商品を販売しております。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額△276,876千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり
ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、食品・化粧品・医薬部外品
等の加工・セットを受託するほか、販促品等の商品を販売しております。 

   ２．セグメント利益又は損失の調整額△129,260千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり
ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

   ３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 包装資材 精密塗工 計 

売上高               

外部顧客への売上高  4,313,270  382,275  4,695,546  326,843  5,022,389 ―  5,022,389

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計  4,313,270  382,275  4,695,546   326,843  5,022,389 ―  5,022,389

セグメント利益又は 
損失（△） 

 3,076  3,560  6,637  15,406  22,044  △276,876  △254,831

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 合計 調整額 

（注）２ 

四半期 
損益計算書 
計上額 
（注）３ 包装資材 精密塗工 計 

売上高               

外部顧客への売上高  2,254,400  202,891  2,457,291  194,100  2,651,391 ―  2,651,391

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計  2,254,400  202,891  2,457,291   194,100  2,651,391 ―  2,651,391

セグメント利益又は 
損失（△） 

 △5,963  7,196  1,233  9,755  10,989  △129,260  △118,270



３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 
当第２四半期会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 
 該当事項はありません。 

（追加情報） 
第１四半期会計期間より、「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。 
  
  

 該当事項はございません。  

  
  

（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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