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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 7,485 3.1 △430 ― △444 ― △436 ―

22年3月期第3四半期 7,258 △14.3 10 △87.8 1 △97.1 △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3四半期 △78.25 ―

22年3月期第3四半期 △0.30 ―

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3四半期 14,329 8,091 56.5 1,452.09
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3四半期  8,091百万円 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  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  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 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3Q 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3Q  805,265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3Q 5,572,551株 22年3月期3Q 5,573,752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」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 
 当第3四半期累計期間(平成22年4月１日～平成22年12月31日)における世界経済は、引き続き欧米経済の先行きが
不透明な一方、中国をはじめとする新興国経済は堅調に推移いたしました。この結果、わが国経済も、輸出の増加
等により緩やかな回復基調を辿りましたが、円高の進行等もあり、年末にかけて企業収益の改善テンポは鈍化いた
しました。個人消費につきましても、生産の海外シフトの進行が続く中、雇用情勢は依然として厳しく、弱含みで
推移いたしました。 
 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6,444百万円（前年同期比5.8%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、年初に定期品の改版が相次いだこと、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たこと、仕様の変化に対応できず工程内に隘路が生じたこと
などの要因で生産効率が悪化いたしました。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。これらの改善に向け、機械設備の増強や生産体制の見直し等を推し進めておりますが、
各施策の顕現には時間を要するため十分な効果を得るまでにはいたらず、採算の改善が遅れております。 
 精密塗工事業は、一昨年秋口以後に大幅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の受注の獲得にはいたらず、売上高は587百万円（前年同期比11.2％
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
453百万円（前年同期比10.6％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３四半期累計期間における業績は、売上高7,485百万円（前年同期比3.1％増）、営業損失430百
万円（前年同期 営業利益10百万円）、経常損失444百万円（前年同期 経常利益1百万円）、四半期純損失436百万
円（前年同期 四半期純損失1百万円）となりました。 

  
（２）財政状態に関する定性的情報 
 当第３四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418百万円減少し、14,329百万円となりま
した。これは主に、売上債権が376百万円増加したものの、現金及び預金が581百万円、減価償却の進行により有形
固定資産が237百万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115百万円増加し、6,238百万円となりました。これは主に、借入金が
346百万円、賞与引当金が59百万円、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50百万円、繰延税金
負債の減少などにより固定負債のその他が79百万円減少したものの、仕入債務が645百万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533百万円減少し、8,091百万円となりました。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477百万円、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57百万円減少したことによるものであります。 
  
 当第３四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581百万円減少し、2,003百万円と
なりました。 
 当第３四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３四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、256百万円の収入（前年同期比44.1％
減）となりました。これは主に、税引前四半期純損失446百万円、売上債権の増加376百万円があったものの、減価
償却費550百万円、仕入債務の増加645百万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３四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、423百万円の支出（前年同期比15.0％
減）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392百万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３四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、414百万円の支出（前年同期比5.9％減）
となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出346百万円と配当金の支払42百万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22年10月28日に公表いたしました業績予想から修正は行っておりません。 
  
  

（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 
 たな卸資産の評価方法 
 当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地
たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 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３四半期累計期間の営業損失及び経常損失は171千円、税引前四半期純損失は2,546千円増
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３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 2,003,053 2,584,168 
受取手形及び売掛金 2,799,353 2,423,173 
商品及び製品 356,071 317,511 
仕掛品 413,587 360,346 
原材料及び貯蔵品 140,035 135,295 
その他 859,873 843,837 
貸倒引当金 △1,000 △1,000 

流動資産合計 6,570,975 6,663,333 
固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 1,550,956 1,639,877 
機械及び装置（純額） 2,004,185 2,238,123 
土地 2,306,246 2,189,786 
その他（純額） 138,107 169,516 
有形固定資産合計 5,999,497 6,237,304 

無形固定資産 62,844 81,445 
投資その他の資産   
投資有価証券 1,014,628 1,092,860 
その他 683,524 674,886 
貸倒引当金 △1,830 △1,894 

投資その他の資産合計 1,696,321 1,765,852 

固定資産合計 7,758,663 8,084,602 

資産合計 14,329,638 14,747,936 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,975,865 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 447,000 457,800 
未払法人税等 573 44,864 
賞与引当金 27,000 86,000 
その他 550,743 601,058 
流動負債合計 4,351,182 3,869,966 

固定負債   
長期借入金 950,800 1,286,800 
退職給付引当金 143,328 111,997 
役員退職慰労引当金 297,502 280,078 
その他 495,420 574,370 
固定負債合計 1,887,051 2,253,246 

負債合計 6,238,233 6,123,212 



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31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 3,416,813 3,894,668 
自己株式 △456,825 △456,629 

株主資本合計 8,106,312 8,584,363 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △8,565 48,745 
繰延ヘッジ損益 △6,341 △8,386 

評価・換算差額等合計 △14,907 40,359 

純資産合計 8,091,404 8,624,723 

負債純資産合計 14,329,638 14,747,936 



（２）四半期損益計算書 
  （第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 7,258,864 7,485,840 
売上原価 6,164,456 6,806,282 
売上総利益 1,094,408 679,558 
販売費及び一般管理費 1,083,485 1,109,644 

営業利益又は営業損失（△） 10,922 △430,086 

営業外収益   
受取利息 7,070 6,830 
受取配当金 21,339 22,441 
その他 6,444 6,032 
営業外収益合計 34,854 35,303 

営業外費用   
支払利息 42,862 39,759 
その他 1,530 9,480 
営業外費用合計 44,393 49,240 

経常利益又は経常損失（△） 1,383 △444,022 

特別利益   
固定資産売却益 2,482 393 
保険解約返戻金 2,540 － 
保険差益 － 328 
特別利益合計 5,023 722 

特別損失   
固定資産売却損 515 356 
固定資産除却損 3,905 727 
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 7,741 3,458 

税引前四半期純損失（△） △1,334 △446,759 

法人税、住民税及び事業税 18,806 6,127 
法人税等調整額 △18,478 △16,827 

法人税等合計 327 △10,700 

四半期純損失（△） △1,662 △436,059 



  （第３四半期会計期間） 
（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,405,699 2,463,451 
売上原価 2,073,728 2,272,573 
売上総利益 331,970 190,877 
販売費及び一般管理費 363,592 366,132 

営業損失（△） △31,621 △175,254 

営業外収益   
受取利息 2,212 2,159 
受取配当金 7,601 8,262 
その他 3,294 1,942 
営業外収益合計 13,107 12,364 

営業外費用   
支払利息 13,509 12,488 
その他 35 3,738 
営業外費用合計 13,545 16,227 

経常損失（△） △32,058 △179,117 

特別利益   
固定資産売却益 － 393 
保険差益 － 328 

特別利益合計 － 722 

特別損失   
固定資産売却損 30 356 
固定資産除却損 3,884 722 
特別損失合計 3,915 1,079 

税引前四半期純損失（△） △35,973 △179,474 

法人税、住民税及び事業税 △28,073 2,042 
法人税等調整額 △6,159 △5,609 

法人税等合計 △34,233 △3,566 

四半期純損失（△） △1,740 △175,907 



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税引前四半期純損失（△） △1,334 △446,759 
減価償却費 560,946 550,721 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,408 31,330 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,640 17,424 
受取利息及び受取配当金 △28,410 △29,271 
支払利息 42,862 39,759 
有形固定資産売却損益（△は益） △1,966 △36 
売上債権の増減額（△は増加） △141,448 △376,179 
たな卸資産の増減額（△は増加） 29,679 △96,540 
その他の資産の増減額（△は増加） △61,577 4,453 
仕入債務の増減額（△は減少） 66,201 645,622 
その他 15,478 △17,193 

小計 522,481 323,329 
利息及び配当金の受取額 26,310 29,273 
利息の支払額 △43,188 △39,218 
法人税等の支払額 △46,684 △60,554 
その他 376 4,111 
営業活動によるキャッシュ・フロー 459,296 256,942 

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 △469,306 △392,963 
有形固定資産の売却による収入 7,360 － 
無形固定資産の取得による支出 △13,036 △652 
投資有価証券の取得による支出 △12,850 △12,953 
その他 △10,001 △16,513 

投資活動によるキャッシュ・フロー △497,835 △423,082 

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 △22,618 △25,852 
長期借入金の返済による支出 △349,200 △346,800 
自己株式の取得による支出 △330 △195 
配当金の支払額 △68,542 △42,041 

財務活動によるキャッシュ・フロー △440,691 △414,890 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △84 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △479,230 △581,115 

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 1,969,042 2,003,053 



 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３四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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△408,739千円は、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３四半期会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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△131,863千円は、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  6,444,331  587,535  7,031,866  453,974  7,485,840 ―  7,485,840

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計  6,444,331  587,535  7,031,866   453,974  7,485,840 ―  7,485,840

セグメント利益又は 
損失（△） 

 △47,254  9,332  △37,922  16,575  △21,347  △408,739  △430,086

  （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  2,131,060  205,259  2,336,320  127,131  2,463,451 ―  2,463,451

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計  2,131,060  205,259  2,336,320   127,131  2,463,451 ―  2,463,451

セグメント利益又は 
損失（△） 

 △50,331  5,771  △44,560  1,168  △43,391  △131,863  △175,254



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３四半期会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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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