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1.  平成23年9月期第1四半期の業績（平成22年10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9月期第1四半期 2,284 △2.4 16 △41.8 19 △43.6 10 △41.8
22年9月期第1四半期 2,341 △11.3 27 △63.8 34 △54.2 17 △54.6

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9月期第1四半期 1.09 ―
22年9月期第1四半期 1.88 ―

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9月期第1四半期 10,308 6,104 59.2 641.04
22年9月期 10,373 6,140 59.2 644.82

（参考） 自己資本   23年9月期第1四半期  6,104百万円 22年9月期  6,140百万円

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9月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年9月期 ―
23年9月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％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）

（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

第2四半期 
(累計)

4,200 △4.5 100 257.7 110 192.4 60 168.6 6.30

通期 9,700 △3.5 400 13.3 440 14.1 230 32.8 24.15



(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】3ページ「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9月期1Q 9,524,070株 22年9月期  9,524,070株
② 期末自己株式数 23年9月期1Q  1,270株 22年9月期  793株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期1Q 9,523,018株 22年9月期1Q 9,523,465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報告書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 
１． 本資料に記載されている業績の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、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については、3
ページ【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１四半期会計期間におけるわが国の経済は、中国やアジア新興国向けの輸出が好調であったことや、政府の

景気刺激策の効果などにより、製造業の一部業種において業績回復基調があるものの、依然として雇用情勢、所得

環境は厳しく、為替・原油価格などの先行き不透明感、また、デフレ化の進行もあり、厳しい状況で推移いたしま

した。 

 プラスチック製食品包装容器業界におきましては、10月に入っても平年を上回る気温が続くなど天候不順が響

き、コンビニエンスストアなどの売上高が減少したことによる影響、および原油価格が再び上昇傾向となり、原材

料価格の高値安定が続いております。一方、デフレ化による食料品価格の低価格志向の進展などにより格安ＰＢ商

品が多数投入され価格競争の熾烈な状況から低価格化での推移が予測されるなど、厳しい経営環境となりました。

 このような状況の中で当社は、食品業界に対してノウハウを活かした企画提案型営業の徹底、および消費者ニー

ズに応えるため「安全・安心」をテーマにより良い製品づくりを目指し、技術力、開発力をもとに同業他社との差

別化製品を開発し積極的な営業活動を展開してまいりました。 

 その結果、当第１四半期会計期間において売上高は2,284百万円（前年同期比2.4％減）、営業利益は16百万円

（前年同期比41.8％減）、経常利益は19百万円（前年同期比43.6％減）、四半期純利益は10百万円（前年同期比

41.8％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債及び純資産の状況） 

① 流動資産 

 当第１四半期会計期間における流動資産の残高は5,359百万円（前事業年度は5,358百万円）となり1百万円増加

いたしました。主な要因は、預金の増加、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。 

② 固定資産 

 当第１四半期会計期間における固定資産の残高は4,949百万円（前事業年度は5,014百万円）となり65百万円減少

いたしました。主な要因は、減価償却による有形固定資産の減少によるものであります。 

③ 流動負債 

 当第１四半期会計期間における流動負債の残高は3,824百万円（前事業年度は3,848百万円）となり23百万円減少

いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加、賞与引当金の減少によるものであります。 

④ 固定負債 

 当第１四半期会計期間における固定負債の残高は380百万円（前事業年度は384百万円）となり3百万円減少いた

しました。主な要因は、役員退職慰労引当金の減少によるものであります。 

⑤ 純資産 

 当第１四半期会計期間における純資産の残高は6,104百万円（前事業年度は6,140百万円）となり36百万円減少い

たしました。主な要因は、剰余金の配当によるものであります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,905百万円となり、前事業年度末に比べ162百万円の

増加となりました。 

  各項目におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は214百万円（前年同期は資金の増加138百万円）とな

りました。主な要因は、仕入債務の増加による資金の増加88百万円、売上債権の減少による資金の増加154百万円

によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は3百万円（前年同期は資金の減少57百万円）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78百万円、定期預金の預入による支出45百万円、定期預金の

払戻による収入120百万円によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第１四半期会計期間における財務活動による資金の減少は47百万円（前年同期は資金の減少66百万円）となり

ました。主な要因は、配当金の支払い47百万円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９月期の業績予想については、平成22年11月11日付「平成23年９月期決算短信」を発表しました業績予

想に変更はございません。  

 なお業績予想は、本資料発表日現在において、入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今

後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前事業年度末における実地棚卸高を基

礎とした合理的な方法により算定しております。 

② 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して算定する方法によってお

ります。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利

用する方法によっております。 

  

（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） 

 当第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。これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（３）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



３.四半期財務諸表 
(1)四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,000,483 1,912,546

受取手形及び売掛金 2,573,235 2,728,078

商品及び製品 472,217 439,141

仕掛品 73,186 79,162

原材料及び貯蔵品 135,500 100,278

その他 105,138 99,502

貸倒引当金 △150 △160

流動資産合計 5,359,610 5,358,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,106,631 1,131,133

機械装置及び運搬具（純額） 1,221,991 1,275,500

土地 971,260 971,260

その他（純額） 225,681 206,037

有形固定資産合計 3,525,564 3,583,931

無形固定資産 48,445 53,102

投資その他の資産   

投資有価証券 883,062 881,642

その他 552,831 561,352

貸倒引当金 △28,981 △33,781

投資損失引当金 △31,600 △31,600

投資その他の資産合計 1,375,312 1,377,613

固定資産合計 4,949,321 5,014,648

資産合計 10,308,932 10,373,196

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,534,972 2,446,972

短期借入金 800,000 800,000

未払法人税等 4,297 48,668

役員賞与引当金 － 21,700

賞与引当金 49,405 129,100

その他 435,720 401,939

流動負債合計 3,824,396 3,848,380

固定負債   

退職給付引当金 143,031 144,247

役員退職慰労引当金 237,020 239,800

固定負債合計 380,051 384,047

負債合計 4,204,447 4,232,427



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,293,733 1,293,733

資本剰余金 1,322,776 1,322,776

利益剰余金 3,497,324 3,534,534

自己株式 △365 △246

株主資本合計 6,113,468 6,150,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,982 △10,028

評価・換算差額等合計 △8,982 △10,028

純資産合計 6,104,485 6,140,769

負債純資産合計 10,308,932 10,373,196



(2)四半期損益計算書 
(第１四半期累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,341,376 2,284,186

売上原価 1,954,471 1,904,812

売上総利益 386,904 379,373

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 51,269 53,205

賞与引当金繰入額 11,574 11,809

退職給付費用 1,412 1,360

役員退職慰労引当金繰入額 5,830 5,670

運賃 158,634 157,926

その他 130,419 133,250

販売費及び一般管理費合計 359,140 363,221

営業利益 27,764 16,152

営業外収益   

受取利息 1,488 1,267

受取配当金 744 708

受取手数料 3,355 205

為替差益 1,936 －

受取保険金 － 1,332

その他 689 1,571

営業外収益合計 8,214 5,086

営業外費用   

支払利息 1,738 1,692

為替差損 － 234

営業外費用合計 1,738 1,926

経常利益 34,240 19,312

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 － 10

特別損失   

固定資産処分損 255 42

会員権評価損 90 －

特別損失合計 345 42

税引前四半期純利益 33,894 19,279

法人税、住民税及び事業税 1,284 2,042

法人税等調整額 14,747 6,831

法人税等合計 16,031 8,873

四半期純利益 17,863 10,405



(3)四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年10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   

税引前四半期純利益 33,894 19,279

減価償却費 140,116 129,773

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,200 △21,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,507 △79,695

退職給付引当金の増減額（△は減少） △235 △1,215

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △420 △2,780

貸倒引当金の増減額（△は減少） 110 △4,809

受取利息及び受取配当金 △2,233 △1,976

支払利息 1,738 1,692

固定資産処分損益（△は益） 255 42

売上債権の増減額（△は増加） △272,376 154,843

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,592 △62,322

仕入債務の増減額（△は減少） 558,722 88,000

その他 △9,404 38,295

小計 281,868 257,428

利息及び配当金の受取額 2,292 2,151

利息の支払額 △1,214 △1,198

法人税等の支払額 △144,131 △43,600

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,814 214,780

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △45,081 △45,034

定期預金の払戻による収入 120,000 120,000

有形固定資産の取得による支出 △130,105 △78,267

無形固定資産の取得による支出 △2,075 －

その他 △677 △677

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,939 △3,979

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △66,665 △47,616

自己株式の取得による支出 － △119

その他 △192 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,857 △47,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,774 △198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,791 162,866

現金及び現金同等物の期首残高 1,579,225 1,742,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,595,016 1,905,666



 該当事項はありません。 

  

 当社は麺容器、弁当容器等のプラスチック製食品包装容器の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。 

（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



生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

（注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

    ２．千円未満の端数は切り捨てて表示しております。 

  

（２）受注実績  

 (注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

    ２．千円未満の端数は切り捨てて表示しております。 

  

（３）販売実績  

 (注）１．金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

    ２．千円未満の端数は切り捨てて表示しております。 

  

４．補足情報

区   分  

前第１四半期累計期間 

（自 平成21年10月１日  

至 平成21年12月31日）   

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日  

至 平成22年12月31日）   

前年同期比

増減率  

（％） 
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  麺容器    1,240,854        52.9       1,380,502         59.8        11.3

  弁当容器      208,479          8.9         213,866         9.2         2.6

  味噌・酒容器       121,795         5.2           77,640         3.4      △36.3

  デリカ他容器         536,235        22.9         403,916        17.5        △24.7

  その他         235,996        10.1          234,129        10.1       △0.8

合   計       2,343,361       100.0       2,310,056       100.0       △1.4

区   分  

前第１四半期累計期間 

（自  平成21年10月１日  

至 平成21年12月31日）   

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日  

至 平成22年12月31日）   

前年同期比

増減率  

（％） 
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  麺容器    1,127,209        52.9       1,233,242         57.3          9.4

  弁当容器      168,150          7.9         204,556         9.5         21.7

  味噌・酒容器       103,024         4.8          83,019         3.9      △19.4

  デリカ他容器         517,249        24.3         390,535        18.2        △24.5

  その他         214,350        10.1          239,247        11.1        11.6

合   計       2,129,985       100.0       2,150,601       100.0         1.0

区   分  

前第１四半期累計期間 

（自 平成21年10月１日  

至 平成21年12月31日）   

当第１四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日  

至 平成22年12月31日）   

前年同期比

増減率  

（％） 
金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

  麺容器    1,235,494        52.8       1,332,511         58.3          7.9

  弁当容器      214,545         9.2         239,995        10.5        11.9

  味噌・酒容器       117,952         5.0           83,853         3.7      △28.9

  デリカ他容器         540,321        23.1         384,915        16.9        △28.8

 その他         233,062         9.9          242,910        10.6         4.2

合   計       2,341,376       100.0       2,284,186       100.0       △2.4
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