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1.  平成23年5月期第2四半期の業績（平成22年6月1日～平成22年11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5月期第2四半期 4,636 △0.7 405 △36.0 426 △35.0 131 △66.1
22年5月期第2四半期 4,668 △6.0 633 113.3 656 103.0 387 102.5

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5月期第2四半期 18.78 ―
22年5月期第2四半期 55.45 ―

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5月期第2四半期 10,225 6,785 66.4 971.93
22年5月期 10,306 6,674 64.8 955.58

（参考） 自己資本   23年5月期第2四半期  6,785百万円 22年5月期  6,674百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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5月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年5月期 ― 6.00
23年5月期 

（予想）
― 6.00 12.00

3.  平成23年5月期の業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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  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 9,100 0.4 650 △45.4 670 △45.1 400 △44.2 57.27

               



(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5月期2Q 7,000,000株 22年5月期  7,000,000株
② 期末自己株式数 23年5月期2Q  18,981株 22年5月期  15,496株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q 6,982,658株 22年5月期2Q 6,984,919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を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数
値と異なる場合があります。 
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(１)経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、エコポイント等の景気刺激策もあり一部に景気回復の兆しがみら

れたものの、雇用情勢の低迷や個人消費の伸び悩みに加え、急激な円高の進展と株式市況の低迷により、景気の足

踏み状態が続いております。 

 こうした状況のなか、当社は経営全般にわたるコスト低減に総力を結集する一方、需要に見合った生産レベルの

維持と適正な製品価格の実現に努め、ほぼ当初の計画を達成いたしました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は 百万円(前年同期比 ％減)、営業利益は 百万円(同 

％減)、経常利益は 百万円(同 ％減)となりましたが、四半期純利益は投資有価証券評価損 百万円を計上

した結果、 百万円(同 ％減)となりました。 

 各セグメントの概況は次のとおりであります。 

○板紙事業 

 当事業関連では、今夏の猛暑による飲料関連品の需要の増加もあって販売数量は増加したものの、製品価格

の低迷により、売上高は 百万円となりました。 

○美粧段ボール事業 

 当事業関連では、通信機器関連品の増加があったものの、天候不順による果実類の不作に伴う青果物関連品

が減少し、売上高は 百万円となりました。 

(２)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２四半期会計期間末の総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。内

訳としては流動資産が 百万円の減少、固定資産が 百万円の減少であります。 

 流動資産減少の主な要因は、商品及び製品 百万円の減少であります。また、固定資産減少の主な要因は、株

価変動に伴う投資有価証券 百万円の減少であります。 

 負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。内訳としては流動負債が 百

万円の減少、固定負債が 百万円の減少であります。 

 流動負債減少の主な要因は、未払法人税等 百万円の減少であります。また、固定負債減少の主な要因は、

繰延税金負債 百万円の減少であります。 

 純資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加しました。主な要因としては利益剰余金 百

万円の増加、その他有価証券評価差額金 百万円の増加であります。 

 以上の結果、自己資本比率は前事業年度末の ％から ％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末比べ 百万円減少し、 百

万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、 百万円の収入(前年同期は 百万円の収入)となりました。主

な要因は、税引前四半期純利益 百万円、法人税等の支払額 百万円、投資有価証券評価損 百万円による

ものであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、 百万円の支出(前年同期は 百万円の支出)となりました。主

な要因は、有形固定資産の取得による支出 百万円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 百万円の支出(前年同期は 百万円の支出)となりました。主な要

因は、配当金の支払額 百万円によるものであります。 

(３)業績予想に関する定性的情報 

 業績予想に関しましては、当第２四半期において計上いたしました投資有価証券評価損( 百万円)を除くと損

益は当初の計画通り推移しており、今後も同様に推移するものと予想しております。ただし、当期末日における投

資有価証券評価損発生の有無は予測できませんので業績予想の数値に関しましては、平成22年10月１日に公表した

予想値と変わりありません。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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(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 

簡便な会計処理については重要性が乏しいため記載は省略しております。 

②四半期財務諸表作成に特有の会計処理 

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。 

 これによる、影響額はありません。  

２．その他の情報
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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11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,968,940 1,986,888

受取手形及び売掛金 3,383,226 3,365,966

商品及び製品 266,097 329,999

仕掛品 17,004 25,029

原材料及び貯蔵品 340,018 294,305

その他 212,193 220,128

貸倒引当金 △2,000 △2,000

流動資産合計 6,185,480 6,220,318

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 779,274 775,322

構築物（純額） 144,909 149,325

機械及び装置（純額） 1,715,803 1,294,240

車両運搬具（純額） 1,441 2,031

工具、器具及び備品（純額） 23,958 23,297

土地 174,452 174,452

リース資産（純額） 17,326 10,443

建設仮勘定 － 365,068

有形固定資産合計 2,857,166 2,794,181

無形固定資産 11,589 9,324

投資その他の資産   

投資有価証券 1,157,247 1,269,200

出資金 9,793 9,793

その他 4,113 4,113

投資その他の資産合計 1,171,153 1,283,106

固定資産合計 4,039,909 4,086,613

資産合計 10,225,390 10,306,931

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,775,337 1,610,097

未払金 275,719 473,927

未払費用 425,189 417,534

未払法人税等 164,237 402,340

その他 153,614 80,507

流動負債合計 2,794,098 2,984,407

固定負債   

繰延税金負債 83,254 104,063

退職給付引当金 437,681 430,261
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年５月31日) 

役員退職慰労引当金 113,713 106,650

その他 11,597 7,283

固定負債合計 646,245 648,258

負債合計 3,440,343 3,632,665

純資産の部   

株主資本   

資本金 821,070 821,070

資本剰余金 734,950 734,950

利益剰余金 4,750,533 4,661,317

自己株式 △7,871 △6,543

株主資本合計 6,298,681 6,210,793

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 486,364 463,472

評価・換算差額等合計 486,364 463,472

純資産合計 6,785,046 6,674,266

負債純資産合計 10,225,390 10,306,931
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（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６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 4,668,354 4,636,958

売上原価 3,380,607 3,575,488

売上総利益 1,287,746 1,061,469

販売費及び一般管理費 653,995 656,166

営業利益 633,750 405,303

営業外収益   

受取利息 170 58

受取配当金 19,730 20,866

受取保険金 2,121 －

その他 2,615 3,225

営業外収益合計 24,637 24,149

営業外費用   

売上割引 1,561 1,819

貯蔵品処分損 － 635

その他 11 7

営業外費用合計 1,572 2,463

経常利益 656,816 426,990

特別利益   

固定資産売却益 － 300

特別利益合計 － 300

特別損失   

固定資産除却損 1,455 2,042

投資有価証券評価損 － 152,567

特別損失合計 1,455 154,609

税引前四半期純利益 655,360 272,680

法人税、住民税及び事業税 271,815 159,903

法人税等調整額 △3,774 △18,346

法人税等合計 268,041 141,556

四半期純利益 387,319 131,123
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（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６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11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 655,360 272,680

減価償却費 150,028 161,548

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,105 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,283 7,419

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,886 7,063

受取利息及び受取配当金 △19,901 △20,924

投資有価証券評価損益（△は益） － 152,567

有形固定資産除却損 1,446 2,042

有形固定資産売却損益（△は益） － △300

売上債権の増減額（△は増加） △147,798 △17,259

たな卸資産の増減額（△は増加） 91,841 26,214

仕入債務の増減額（△は減少） 34,491 165,239

その他 △5,046 △77,847

小計 773,488 678,442

法人税等の支払額 △231,559 △393,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 541,928 285,230

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 △33,032 △266,166

有形固定資産の売却による収入 － 700

無形固定資産の取得による支出 △2,566 △648

投資有価証券の取得による支出 △2,140 △2,178

利息及び配当金の受取額 11,029 11,724

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,709 △256,568

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 － △1,328

リース債務の返済による支出 △1,338 △3,153

配当金の支払額 △41,713 △42,128

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,051 △46,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 472,166 △17,948

現金及び現金同等物の期首残高 936,584 1,766,888

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,408,750 1,748,940
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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)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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