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1.  平成23年9月期第2四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年3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2四半期 4,390 △0.1 38 37.5 43 14.6 14 △35.6
22年9月期第2四半期 4,396 △7.5 27 △74.4 37 △66.6 22 △61.2

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2四半期 1.51 ―
22年9月期第2四半期 2.35 ―

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2四半期 10,073 6,113 60.7 641.94
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2四半期  6,113百万円 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 ― 5.00
23年9月期 

（予想）
― 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、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 9,700 △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「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9月期2Q 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2Q  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2Q 9,522,910株 22年9月期2Q 9,523,630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、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２四半期累計期間(平成22年10月１日から平成23年３月31日)におけるわが国経済は、海外経済の回復や国内

経済対策を背景に企業業績は緩やかに改善しつつあるものの、雇用環境、円高進行、および中東・北アフリカ情勢

などの地政学的リスクの高まりによる原油価格等資源関連の価格が高騰をしており、依然として厳しい状況が続き

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、原油価格が再び上昇傾向となり、原材料価格の高値圏が続い

ております。一方、慢性的なデフレなどによる食料品価格の低価格志向や内食の進展などにより、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２四半期累計期間において売上高は4,390百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は38百万円

（前年同期比37.5％増）、経常利益は43百万円（前年同期比14.6％増）、四半期純利益は14百万円（前年同期比

35.6％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２四半期会計期間末における流動資産の残高は5,140百万円（前事業年度は5,358百万円）となり217百万円

減少いたしました。主な要因は、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２四半期会計期間末における固定資産の残高は4,932百万円（前事業年度は5,014百万円）となり81百万円減

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２四半期会計期間末における流動負債の残高は3,574百万円（前事業年度は3,848百万円）となり273百万円

減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少、未払法人税等の減少によるものであります。 

④ 固定負債 

 当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は385百万円（前事業年度は384百万円）となり1百万円増加い

たしました。主な要因は、役員退職慰労引当金の増加によるものであります。 

⑤ 純資産 

 当第２四半期会計期間末における純資産の残高は6,113百万円（前事業年度は6,140百万円）となり27百万円減少

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２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は1,835百万円となり、前事業年度末に比べ92百万円

の増加（前年同期は50百万円の増加）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２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は259百万円（前年同期は資金の増加345百万円）とな

りました。主な要因は、売上債権304百万円、減価償却費257百万円による資金の増加、法人税等の支払額44百万

円、仕入債務138百万円の減少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２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は119百万円（前年同期は資金の減少231百万円）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148百万円、定期預金の預入による支出90百万円、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２四半期累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67百万円）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 

 第２四半期累計期間は当初の業績予想を下回り、平成23年５月６日発表の「平成23年９月期第２四半期累計期間

の業績予想の修正に関するお知らせ」で修正しております。通期の業績予想につきましては、下半期に売上および

利益の集中度が高いことや、引き続き新製品の投入と経費削減などを行い、業績回復、利益の確保に努めてまいり

ますことから、平成22年11月11日に公表いたしました「平成22年９月期決算短信（非連結）」の業績予想に変更は

ございません。 

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 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。  

② 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想やタックス・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 

① 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 

（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。 

② 表示方法の変更 

（四半期損益計算書関係）  

 前第２四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めておりました「補助金収入」は、営業外収益総

額の100分20を超えたため、当第２四半期会計期間により区分掲記することとしております。なお、前第２四半期

会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「補助金収入」は300千円であります。 

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23年３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 1,974,115 1,912,546

受取手形及び売掛金 2,423,797 2,728,078

商品及び製品 457,489 439,141

仕掛品 73,599 79,162

原材料及び貯蔵品 127,078 100,278

その他 84,807 99,502

貸倒引当金 △140 △160

流動資産合計 5,140,748 5,358,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,105,176 1,131,133

機械装置及び運搬具（純額） 1,220,350 1,275,500

土地 971,260 971,260

その他（純額） 217,245 206,037

有形固定資産合計 3,514,032 3,583,931

無形固定資産 43,796 53,102

投資その他の資産   

投資有価証券 884,530 881,642

その他 551,019 561,352

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 1,374,968 1,377,613

固定資産合計 4,932,797 5,014,648

資産合計 10,073,546 10,373,196

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,308,279 2,446,972

短期借入金 800,000 800,000

未払法人税等 8,895 48,668

役員賞与引当金 － 21,700

賞与引当金 97,700 129,100

その他 359,775 401,939

流動負債合計 3,574,650 3,848,380

固定負債   

退職給付引当金 143,203 144,247

役員退職慰労引当金 242,600 239,800

固定負債合計 385,803 384,047

負債合計 3,960,453 4,232,427



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年３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 3,501,312 3,534,534

自己株式 △365 △246

株主資本合計 6,117,457 6,150,798

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,364 △10,028

評価・換算差額等合計 △4,364 △10,028

純資産合計 6,113,092 6,140,769

負債純資産合計 10,073,546 10,373,196



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,396,979 4,390,554

売上原価 3,701,274 3,669,809

売上総利益 695,705 720,745

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 101,389 103,575

賞与引当金繰入額 22,720 24,380

退職給付費用 2,832 2,813

役員退職慰労引当金繰入額 11,470 11,250

運賃 283,365 285,468

その他 245,973 254,825

販売費及び一般管理費合計 667,751 682,313

営業利益 27,954 38,431

営業外収益   

受取利息 1,576 2,404

受取配当金 1,171 1,137

受取手数料 5,869 401

為替差益 2,957 －

その他 1,521 4,168

営業外収益合計 13,097 8,111

営業外費用   

支払利息 3,427 3,345

為替差損 － 78

営業外費用合計 3,427 3,424

経常利益 37,624 43,118

特別利益   

固定資産売却益 － 354

貸倒引当金戻入額 472 20

特別利益合計 472 374

特別損失   

固定資産処分損 279 1,409

投資有価証券評価損 － 7,289

会員権評価損 90 －

特別損失合計 369 8,698

税引前四半期純利益 37,728 34,794

法人税、住民税及び事業税 3,242 4,001

法人税等調整額 12,151 16,398

法人税等合計 15,393 20,400

四半期純利益 22,334 14,394



（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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 2,055,603 2,106,368

売上原価 1,746,802 1,764,997

売上総利益 308,800 341,371

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 50,120 50,370

賞与引当金繰入額 11,146 12,571

退職給付費用 1,419 1,453

役員退職慰労引当金繰入額 5,640 5,580

運賃 124,730 127,542

その他 115,553 121,575

販売費及び一般管理費合計 308,610 319,092

営業利益 190 22,278

営業外収益   

受取利息 88 1,137

受取配当金 427 428

受取手数料 2,513 195

為替差益 1,020 155

補助金収入 － 720

その他 832 543

営業外収益合計 4,882 3,180

営業外費用   

支払利息 1,688 1,653

営業外費用合計 1,688 1,653

経常利益 3,384 23,806

特別利益   

固定資産売却益 － 354

貸倒引当金戻入額 472 10

特別利益合計 472 364

特別損失   

固定資産処分損 23 1,366

投資有価証券評価損 － 7,289

特別損失合計 23 8,655

税引前四半期純利益 3,833 15,515

法人税、住民税及び事業税 1,958 1,958

法人税等調整額 △2,596 9,567

法人税等合計 △637 11,526

四半期純利益 4,471 3,988



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３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 37,728 34,794

減価償却費 287,727 257,705

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） △30,200 △31,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 744 △1,043

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,220 2,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,909 △4,819

受取利息及び受取配当金 △2,748 △3,542

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,289

支払利息 3,427 3,345

固定資産処分損益（△は益） 279 1,054

売上債権の増減額（△は増加） △72,740 304,280

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,390 △39,586

仕入債務の増減額（△は減少） 383,889 △138,693

その他 △110,261 △67,710

小計 490,347 302,774

利息及び配当金の受取額 2,814 4,203

利息の支払額 △3,366 △3,344

法人税等の支払額 △144,131 △44,004

営業活動によるキャッシュ・フロー 345,663 259,629

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 △90,118 △90,044

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 △257,659 △148,426

有形固定資産の売却による収入 － 952

無形固定資産の取得による支出 △2,075 －

保険積立金の積立による支出 △1,355 △1,355

その他 － △167

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,207 △119,040

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 △384 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △67,050 △47,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,775 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 50,180 92,796

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 1,629,405 1,835,595



 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）  

 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２四半期累計期間 

    （自 平成21年10月１日 

至 平成22年３月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日 

至 平成23年３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    2,105,223        48.1       2,350,253         53.5       11.6

  弁当容器      472,643         10.8         515,175        11.7        9.0

  味噌・酒容器       199,436         4.5         165,009         3.8      △17.3

  デリカ他容器       1,023,009        23.4         772,452        17.6        △24.5

  その他         577,103        13.2          588,570        13.4          2.0

合   計       4,377,415       100.0       4,391,461       100.0          0.3

区   分 

前第２四半期累計期間 

    （自 平成21年10月１日 

至 平成22年３月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日 

至 平成23年３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    2,066,663        47.4       2,272,001         50.8         9.9

  弁当容器      469,033         10.7         599,560        13.4        27.8

  味噌・酒容器       194,409         4.4          165,040         3.7       △15.1

  デリカ他容器         981,664        22.5         758,395        16.9        △22.7

  その他         653,243        15.0          681,844        15.2         4.4

合   計       4,365,014       100.0       4,476,842       100.0         2.6

区   分 

前第２四半期累計期間 

    （自 平成21年10月１日 

至 平成22年３月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日 

至 平成23年３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    2,166,229        49.3       2,365,096         53.9          9.2

  弁当容器      419,735          9.5         496,581        11.3         18.3

  味噌・酒容器       201,290         4.6         163,201         3.7      △18.9

  デリカ他容器       1,034,013        23.5         763,053        17.4        △26.2

 その他         575,718        13.1          602,621        13.7         4.7

合   計       4,396,979       100.0       4,390,554       100.0       △0.1
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