
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 17,430 3.2 908 48.3 1,156 36.5 717 73.4
24年３月期 16,886 0.1 612 △13.0 846 △8.1 414 △26.3

(注) 包括利益 25年３月期 857百万円( 159.6％) 24年３月期 330百万円(△31.2％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高 
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年３月期 84.85 ― 7.3 7.1 5.2
24年３月期 48.18 ― 4.4 5.4 3.6

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円 24年３月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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

25年３月期 16,641 10,176 61.2 1,214.93
24年３月期 15,943 9,572 60.0 1,119.95

(参考) 自己資本 25年３月期 10,176百万円 24年３月期 9,572百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物 

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年３月期 1,419 △234 △487 3,022
24年３月期 1,433 △645 △412 2,283

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年３月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 145 35.3 1.5
25年３月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 142 20.0 1.5
26年３月期(予想) ― 8.50 ― 8.50 17.00 19.2

 

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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) 9,000 3.2 500 19.5 600 20.7 370 35.7 44.17
通 期 18,000 3.3 1,000 10.1 1,200 3.8 740 3.1 88.34



  

 

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 

   

   

   

 

   

 

 
  

※ 注記事項

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

  新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)当連結会計年度より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ
とが困難な場合」に該当しております。詳細は添付資料15ページ ４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する
注記事項をご覧ください。 
 

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期 9,328,000株 24年３月期 9,328,000株

② 期末自己株式数 25年３月期 951,688株 24年３月期 780,884株

③ 期中平均株式数 25年３月期 8,461,711株 24年３月期 8,594,440株

(参考) 個別業績の概要
１．平成25年３月期の個別業績（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
（１）個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期 16,731 3.1 833 25.8 1,137 23.4 722 46.3
24年３月期 16,229 1.3 662 3.1 922 6.5 494 3.4

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年３月期 85.40 ―
24年３月期 57.49 ―

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

25年３月期 15,820 9,676 61.2 1,155.19
24年３月期 15,037 9,177 61.0 1,073.72

(参考) 自己資本 25年３月期 9,676百万円 24年３月期 9,177百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。

※ 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の記載に関する記述は、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、添付資料の２ページ「1.経
営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、生産および企業収益は持ち直しの動きが見られましたが、デ

フレの影響、海外景気の下振れ懸念など依然として厳しい状況で推移しました。しかしながら、昨年末

の政権交代を機にわずかに景気回復への期待感も徐々に高まってきております。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、提案営業を継続して顧客満足の向上に取り組むととも

に、環境配慮型の製品開発を推進し業績向上に取り組みました。 

 その結果、当連結会計年度の売上高は174億30百万円（前期比3.2％増）となり、営業利益は９億８百

万円（前期比48.3％増）、経常利益11億56百万円（前期比36.5％増）、当期純利益は７億17百万円（前

期比73.4％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。 

（緩衝機能材事業） 

パルプモウルド部門は、畜産分野では鶏卵容器はほぼ前年並で推移しました。農業分野では天候不

順などの影響により、一部の青果物トレーで減収となりました。工業品分野では世界的な景気低迷で

事務機器などで減収となりましたが、ファストフード向けで増収となりました。 

 段ボール部門は、工業分野では景気低迷の影響により食品向けでは需要減となりましたが、拡販活

動が奏功し前年並みとなりました。農業分野では天候不順の影響はあったものの、果樹類向けで増収

となりました。 

 この結果、当事業の売上高は83億85百万円（前期比0.0％減）となり、セグメント利益は９億12百

万円（前期比14.6％増）となりました。 

  

（包装機能材事業） 

樹脂部門は、ＰＳフィルムは食品容器向けでは需要低迷の影響を受けましたが、一方で拡販を推進

し増収となりました。キャストフィルムは電機・電子向け機能性フィルムの需要減少はあったもの

の、フィルム全体では増収となりました。樹脂袋は肥料需要が減少するなか新規拡販に努めましたが

減収となりました。 

 紙袋部門は、国内では石油化学業界のアジアへの生産移転が進行した結果、需要は過去最低となり

ましたが、衛生工場・高機能・高品質による提案営業および技術サービスの充実により増収となりま

した。海外では国内同様の施策に加え、生産能力の増強を行い、日本からの移転需要、欧米系進出企

業の需要ならび現地企業需要を獲得した結果、紙袋・樹脂袋とも増収となりました。 

 この結果、当事業の売上高は83億91百万円（前期比5.9％増）となり、セグメント利益は８億21百

万円（前期比10.8％増）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、新政権による各種経済対策が期待されるものの、デフレ・雇用・所得

環境・海外景気など先行き不透明な状況が続くものと推測されます。 

 このような状況下、当社グループは、提案営業による顧客満足を徹底的に追求するとともに、環境配

慮型の製品開発を推進し業績向上に努めてまいります。 

なお、次期における各セグメント別の取り組みは次のとおりであります。 

１）緩衝機能材事業 

 ・新機能開発による製品開発 

 ・ＣＯ2削減および省人化設備導入によるコストダウン 

 ・地域密着営業と新たなサービス、提案営業による顧客満足向上 

２）包装機能材事業 

 ・品質およびコスト競争力強化と提案営業による顧客満足向上 

 ・コーティングフィルムおよび多層フィルムの研究開発と市場開拓 

 ・グローバル購買の推進および日本、アジア双方で通用する人材の育成 

 次期業績は、売上高180億円（前期比3.3％増）、営業利益10億円（前期比10.1％増）、経常利益12億

円（前期比3.8％増）、当期純利益７億40百万円（前期比3.1％増）を予測しております。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて６億97百万円増加し、166億41百万円とな

りました。流動資産については、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末

に比べて８億円増加しております。固定資産については、投資有価証券の償還等により、前連結会計年

度末に比べて１億２百万円減少しております。 

 当連結会計年度末における負債合計は64億65百万円となり、前連結会計年度末に比べて93百万円の増

加となりました。流動負債については、支払手形及び買掛金、設備関係支払手形等の増加等により、前

連結会計年度末に比べて55百万円増加しております。固定負債については、退職給付引当金の増加等に

より、前連結会計年度末に比べて37百万円増加しております。 

 当連結会計年度末における純資産合計は101億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて６億４百

万円の増加となりました。これは、利益剰余金の増加によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ７

億38百万円増加し、当連結会計年度末には30億22百万円となりました。 

 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） 

営業活動によって得られた資金は、14億19百万円（前連結会計年度比14百万円の減少）となりまし

た。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益11億57百万円、減価償却費７億87百万円、主な支出項

目は法人税等の支払額５億９百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、２億34百万円（前連結会計年度比４億11百万円の減少）となりま

した。投資有価証券の償還による収入２億円がありましたが、有形固定資産の取得による支出５億28

百万円等があったことが主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、４億87百万円（前連結会計年度比74百万円の増加）となりまし

た。これは主に、長期借入金の返済による支出１億42百万円、自己株式の取得による支出１億９百万

円、配当金の支払１億44百万円等によるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  ・自己資本比率：自己資本／総資産 

  ・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

  ・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

  ・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式を除く）により算出しております。 

3.営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用 

 しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている短期借入 

 金、長期借入金（1年以内返済分を含む）を対象としております。なお、利払いについては、連結キャッシ 

 ュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

当社グループは、株主重視の配当の実施を基本としており、生産性の向上等による利益体質の強化を

図りながら、安定的に配当を実施する所存であります。内部留保資金につきましては、今後の事業拡大

と経営環境の変化に備え、設備並びに研究開発投資と財務体質強化のための基礎資金として充実に努め

て参る所存であります。これは将来の利益に貢献し、株主の皆様への安定的な配当に寄与するものと考

えております。 

 当期の配当につきましては、期末配当は普通配当１株当たり８．５円とし、中間配当と合わせて年間

では１株当たり１７円を予定しております。また、次期の配当につきましては、年間合計で配当１株当

たり１７円を予定しております。 

  

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率 56.0 57.3 60.4 60.0 61.2

時価ベースの自己資本比率 30.4 30.0 32.8 31.7 33.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

0.8 0.7 0.5 0.3 0.2

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

48.6 45.0 43.9 76.5 93.5

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 最近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

当社グループは、環境にやさしい企業集団として、「常に新しく価値ある商品・サービスを提供す

る」ことを基本理念として、グローバルな事業活動を展開し、社会に貢献する企業グループであり続け

る事を目指しております。 

 また、堅実で活力ある企業集団として成長分野で優れた業績をあげ、株主の皆様からの信頼と期待に

こたえるため、健全で安定した経営を推進しております。 

  

当社グループは、当社及び子会社３社で構成され、主な事業内容は包装関連資材の製造及び販売を通

して、包装資材分野におけるアジアのリーディングカンパニーを目指しており、その他にも情報システ

ム事業並びにデザイン関連事業を展開しております。 

「ロジスティクスにおける最適解を提供する」ことを事業活動の中心に据え、環境変化に迅速に対応す

ると共に、コア・コンピタンスに根ざした新規製品・事業の育成、顧客満足を目指した営業活動の展

開、全社をあげての抜本的なコスト削減、効率的かつ効果的な財務体質への転換などの諸施策を着実に

実践して業績向上に努め、一層強靭で収益力のある企業体質の構築を目指す所存であります。 

 その具体的取組は以下の通りであります。 

・企業体質の強化を目的として、経営構造の効率化を図るとともに、技術・制度・業務の革新に取組

み、企業集団あげてのコスト削減に尽力いたします。 

・資源の有効利用と廃棄物低減のニーズに応えるべく、独自の技術・ノウハウを活用して、古紙リサイ

クルのパルプモウルドによる環境にやさしい製品の提供で、環境負荷低減の提案をいたします。 

・将来へ向けた「強さの仕組みづくり」のため、技術リソースを生かした連携強化及び融合で、事業の

再構築と新規事業開発を積極的に推進致します。 

・市場のニーズにマッチした競争力のある製品・サービスの提供へ、当社グループの持つ技術・知識を

結集、注力することにより、総合力を高めます。 

・従来とは違う発想・角度から、新市場・新需要の開拓と環境に配慮した製品・商品の開発を行ないま

す。 

  

今後の見通しにつきましては、新政権による各種経済対策が期待されるものの、デフレ・雇用・所得

環境・海外景気など先行き不透明な状況が続くものと推測されます。 

 このような状況下、当社グループは、提案営業による顧客満足を徹底的に追求するとともに、環境配

慮型の製品開発を推進し業績向上に努めてまいります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な会社の経営戦略

（３）会社の対処すべき課題

大石産業㈱ （3943） 平成25年3月期　決算短信

- 6 -



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,527,003 3,194,864 

受取手形及び売掛金 4,077,418 4,245,296 

商品及び製品 676,741 619,322 

仕掛品 99,625 102,689 

原材料及び貯蔵品 686,397 779,924 

繰延税金資産 114,425 113,140 

その他 168,066 95,922 

貸倒引当金 △14,394 △14,933 

流動資産合計 8,335,284 9,136,227 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,378,674 2,334,886 

機械装置及び運搬具（純額） 1,652,020 1,916,457 

土地 1,560,377 1,558,217 

リース資産（純額） 103,488 94,940 

建設仮勘定 140,862 18,556 

その他（純額） 126,808 98,396 

有形固定資産合計 5,962,232 6,021,455 

無形固定資産 92,379 112,919 

投資その他の資産   

投資有価証券 884,917 722,548 

長期貸付金 20,995 18,101 

繰延税金資産 336,601 346,026 

前払年金費用 22,146 － 

その他 347,574 344,157 

貸倒引当金 △58,474 △59,819 

投資その他の資産合計 1,553,762 1,371,014 

固定資産合計 7,608,374 7,505,388 

資産合計 15,943,658 16,641,615 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,101,886 3,212,268 

短期借入金 383,645 246,803 

リース債務 38,233 40,626 

未払法人税等 278,322 222,864 

未払消費税等 17,347 25,112 

賞与引当金 214,921 216,116 

設備関係支払手形 153,923 258,723 

その他 795,737 817,196 

流動負債合計 4,984,015 5,039,713 

固定負債   

長期借入金 19,772 － 

リース債務 98,027 82,788 

繰延税金負債 7,217 9,916 

退職給付引当金 982,745 1,041,129 

役員退職慰労引当金 172,859 186,686 

その他 106,710 104,767 

固定負債合計 1,387,332 1,425,288 

負債合計 6,371,348 6,465,001 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400 

資本剰余金 345,514 345,514 

利益剰余金 9,384,654 9,958,188 

自己株式 △401,911 △511,025 

株主資本合計 9,794,657 10,259,077 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 148,743 178,666 

為替換算調整勘定 △371,091 △261,129 

その他の包括利益累計額合計 △222,347 △82,463 

純資産合計 9,572,310 10,176,614 

負債純資産合計 15,943,658 16,641,615 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 16,886,652 17,430,086 

売上原価 13,416,618 13,697,969 

売上総利益 3,470,033 3,732,117 

販売費及び一般管理費 2,857,604 2,823,620 

営業利益 612,429 908,496 

営業外収益   

受取利息 9,801 4,160 

受取配当金 15,188 14,098 

受取賃貸料 199,537 182,646 

為替差益 － 22,663 

その他 86,244 75,709 

営業外収益合計 310,771 299,278 

営業外費用   

支払利息 18,661 15,142 

不動産賃貸費用 17,315 16,090 

為替差損 10,602 － 

売上割引 9,394 8,422 

その他 20,429 11,820 

営業外費用合計 76,403 51,475 

経常利益 846,798 1,156,299 

特別利益   

固定資産売却益 2,208 22,240 

投資有価証券売却益 13 － 

受取保険金 21,700 － 

ゴルフ会員権売却益 － 447 

特別利益合計 23,922 22,688 

特別損失   

固定資産売却損 13,640 77 

固定資産除却損 7,757 11,882 

減損損失 － 5,618 

投資有価証券評価損 － 2,249 

ゴルフ会員権評価損 － 1,350 

特別損失合計 21,398 21,177 

税金等調整前当期純利益 849,322 1,157,809 

法人税、住民税及び事業税 432,852 453,709 

法人税等調整額 2,421 △13,864 

法人税等合計 435,274 439,845 

少数株主損益調整前当期純利益 414,047 717,964 

少数株主利益 － － 

当期純利益 414,047 717,964 
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 連結包括利益計算書 

 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 414,047 717,964 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51,702 29,923 

為替換算調整勘定 △31,853 109,961 

その他の包括利益合計 △83,555 139,884 

包括利益 330,491 857,849 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 330,491 857,849 

少数株主に係る包括利益 － － 
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（３）連結株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 466,400 466,400 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 466,400 466,400 

資本剰余金   

当期首残高 345,514 345,514 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 345,514 345,514 

利益剰余金   

当期首残高 9,116,885 9,384,654 

当期変動額   

剰余金の配当 △146,277 △144,431 

当期純利益 414,047 717,964 

当期変動額合計 267,769 573,533 

当期末残高 9,384,654 9,958,188 

自己株式   

当期首残高 △369,041 △401,911 

当期変動額   

自己株式の取得 △32,870 △109,113 

当期変動額合計 △32,870 △109,113 

当期末残高 △401,911 △511,025 

株主資本合計   

当期首残高 9,559,758 9,794,657 

当期変動額   

剰余金の配当 △146,277 △144,431 

当期純利益 414,047 717,964 

自己株式の取得 △32,870 △109,113 

当期変動額合計 234,899 464,419 

当期末残高 9,794,657 10,259,077 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 200,445 148,743 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,702 29,923 

当期変動額合計 △51,702 29,923 

当期末残高 148,743 178,666 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △339,237 △371,091 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,853 109,961 

当期変動額合計 △31,853 109,961 

当期末残高 △371,091 △261,129 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △138,792 △222,347 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83,555 139,884 

当期変動額合計 △83,555 139,884 

当期末残高 △222,347 △82,463 

純資産合計   

当期首残高 9,420,966 9,572,310 

当期変動額   

剰余金の配当 △146,277 △144,431 

当期純利益 414,047 717,964 

自己株式の取得 △32,870 △109,113 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △83,555 139,884 

当期変動額合計 151,343 604,304 

当期末残高 9,572,310 10,176,614 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 849,322 1,157,809 

減価償却費 870,644 787,671 

減損損失 － 5,618 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,451 1,884 

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 1,195 

受取保険金 △21,700 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,247 58,383 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,584 13,827 

受取利息及び受取配当金 △24,990 △18,258 

支払利息 18,661 15,142 

為替差損益（△は益） △10,012 △24,965 

固定資産売却損益（△は益） 11,432 △22,163 

固定資産除却損 7,757 11,882 

投資有価証券売却損益（△は益） △13 － 

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,249 

売上債権の増減額（△は増加） △202,104 △137,383 

たな卸資産の増減額（△は増加） △195,121 21,332 

前払年金費用の増減額（△は増加） 48,215 22,146 

仕入債務の増減額（△は減少） 74,528 43,308 

その他 182,789 △15,546 

小計 1,667,695 1,924,133 

利息及び配当金の受取額 24,294 20,196 

利息の支払額 △18,752 △15,189 

保険金の受取額 21,700 － 

法人税等の支払額 △261,002 △509,374 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,433,936 1,419,765 

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 △308,115 △237,136 

定期預金の払戻による収入 307,106 308,115 

有形固定資産の取得による支出 △670,802 △528,426 

有形固定資産の除却による支出 △943 △4,876 

有形固定資産の売却による収入 24,116 52,780 

無形固定資産の取得による支出 △1,022 △27,072 

投資有価証券の取得による支出 △717 △984 

投資有価証券の売却による収入 421 － 

投資有価証券の償還による収入 － 200,000 

貸付けによる支出 △33,350 △26,387 

貸付金の回収による収入 37,890 29,982 

その他 △29 △335 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー △645,446 △234,338 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 34,195 △51,720 

長期借入金の返済による支出 △242,971 △142,592 

自己株式の取得による支出 △32,870 △109,113 

配当金の支払額 △146,183 △144,499 

その他 △24,855 △39,526 

財務活動によるキャッシュ・フロー △412,685 △487,451 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,209 40,865 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 387,013 738,839 

現金及び現金同等物の期首残高 1,896,874 2,283,888 

現金及び現金同等物の期末残高 2,283,888 3,022,727 
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該当事項はありません。 

  

 会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 この変更に伴い、従来の方法に比べて当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益がそれぞれ20,054千円増加しております。 

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示)
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、製品・サービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており、「緩衝機能

材事業」及び「包装機能材事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「緩衝機能材事業」は、パルプモウルドや段ボール製品等、主に緩衝機能のある製品等の製造販売を

行っております。「包装機能材事業」は、紙袋や樹脂製品等、主に包装機能のある製品等の製造販売を

行っております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成において採用している会計処

理の方法と概ね同一であります。 

 なお、報告セグメント間の取引は連結会社間の取引であり、市場価格等に基づいております。 

  

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

 
(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、情報関連事業、デザイン関連事 

  業、不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額△835,420千円には、主にセグメント間取引消去△11,324千円及び各報告 

  セグメントに配分していない全社費用△828,176千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン 

  トに帰属しない一般管理費であります。 

  セグメント資産の調整額3,998,708千円には、セグメント間取引に係る相殺消去等△778,198千円及び各 

  報告セグメントに配分していない全社資産4,776,907千円が含まれております。 

３ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

(セグメント情報等)

 (セグメント情報)

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）１

合計
調整額 

（注）２

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）３

緩衝機能材 
事業

包装機能材 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,386,129 7,921,235 16,307,365 579,287 16,886,652 ─ 16,886,652

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

9,843 6,381 16,224 185,224 201,448 △201,448 ─

計 8,395,973 7,927,616 16,323,589 764,511 17,088,101 △201,448 16,886,652

セグメント利益又は損失
(△)

796,699 741,285 1,537,985 △90,135 1,447,850 △835,420 612,429

セグメント資産 5,837,749 5,460,377 11,298,127 646,822 11,944,950 3,998,708 15,943,658

その他の項目

  減価償却費 579,429 232,760 812,190 13,317 825,507 45,136 870,644

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

470,757 210,279 681,036 6,109 687,146 38,498 725,644
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(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、情報関連事業、デザイン関連事 

  業、不動産賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失の調整額△769,684千円には、主にセグメント間取引消去△9,975千円及び各報告 

  セグメントに配分していない全社費用△762,563千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン 

  トに帰属しない一般管理費であります。 

  セグメント資産の調整額4,467,908千円には、セグメント間取引に係る相殺消去等△789,784千円及び各 

  報告セグメントに配分していない全社資産5,257,692千円が含まれております。 

３ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

 
(注)  「調整額」の金額は、緩衝機能材事業に係るものであります。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
（注）１

合計
調整額 

（注）２

連結 
財務諸表 
計上額 
（注）３

緩衝機能材 
事業

包装機能材 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,385,878 8,391,534 16,777,412 652,673 17,430,086 ─ 17,430,086

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

10,918 12,807 23,725 139,839 163,564 △163,564 ─

計 8,396,797 8,404,341 16,801,138 792,512 17,593,651 △163,564 17,430,086

セグメント利益又は損失
(△)

912,678 821,465 1,734,144 △55,963 1,678,181 △769,684 908,496

セグメント資産 5,752,685 5,849,361 11,602,047 571,659 12,173,707 4,467,908 16,641,615

その他の項目

  減価償却費 508,733 228,172 736,906 8,932 745,839 41,832 787,671

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

545,731 192,421 738,153 6,183 744,336 28,535 772,871

 (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日)

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日)

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

調整額 
（注）

連結 
財務諸表 
計上額緩衝機能材 

事業
包装機能材 

事業
計

減損損失 ― ― ― ― ― 5,618 5,618
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 (注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
２ １株当たり当期純利益金額 

 
  

 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 1,119.95円 １株当たり純資産額 1,214.93円

１株当たり当期純利益金額 48.18円 １株当たり当期純利益金額 84.85円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式がないため記載しておりません。

前連結会計年度
 (平成24年３月31日)

当連結会計年度
 (平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 9,572,310 10,176,614

普通株式に係る純資産額(千円) 9,572,310 10,176,614

普通株式の発行済株式数（千株) 9,328 9,328

普通株式の自己株式数（千株) 780 951

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

8,547 8,376

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期純利益(千円) 414,047 717,964

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 414,047 717,964

普通株式の期中平均株式数(千株） 8,594 8,461

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,185,726 2,833,017 

受取手形 909,506 916,085 

売掛金 3,026,721 3,200,758 

商品及び製品 567,720 492,852 

仕掛品 69,418 75,913 

原材料及び貯蔵品 379,772 493,651 

前払費用 52,066 14,844 

繰延税金資産 112,942 111,670 

短期貸付金 19,456 18,098 

未収入金 342,455 437,577 

その他 4,793 4,701 

貸倒引当金 △14,146 △15,058 

流動資産合計 7,656,433 8,584,111 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,716,004 1,663,473 

構築物（純額） 204,452 183,374 

機械及び装置（純額） 1,413,849 1,579,925 

車両運搬具（純額） 2,067 4,733 

工具、器具及び備品（純額） 89,691 60,793 

土地 1,461,210 1,459,050 

リース資産（純額） 127,466 115,809 

建設仮勘定 75,694 10,959 

有形固定資産合計 5,090,437 5,078,119 

無形固定資産   

借地権 11,660 11,660 

ソフトウエア 21,905 39,345 

電話加入権 7,278 7,278 

無形固定資産合計 40,843 58,283 

投資その他の資産   

投資有価証券 874,917 712,548 

関係会社株式 383,579 383,579 

出資金 5,185 5,185 

関係会社出資金 295,651 295,651 

従業員に対する長期貸付金 16,097 12,481 

破産更生債権等 1,561 1,561 

長期前払費用 5,058 1,887 

差入保証金 13,852 15,149 

投資不動産 322,339 316,175 

繰延税金資産 323,994 345,582 

その他 14,299 17,847 

貸倒引当金 △6,425 △7,763 

投資その他の資産合計 2,250,114 2,099,887 

固定資産合計 7,381,395 7,236,290 

資産合計 15,037,828 15,820,401 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,125,904 2,101,926 

買掛金 1,087,928 1,289,768 

1年内返済予定の長期借入金 100,000 － 

リース債務 37,794 40,626 

未払金 439,583 528,258 

未払費用 99,314 98,186 

未払法人税等 277,320 221,942 

未払消費税等 16,435 21,399 

預り金 107,285 96,748 

賞与引当金 188,921 188,731 

設備関係支払手形 153,923 258,723 

流動負債合計 4,634,410 4,846,312 

固定負債   

リース債務 98,027 82,788 

退職給付引当金 851,119 924,031 

役員退職慰労引当金 172,859 186,686 

その他 104,213 104,340 

固定負債合計 1,226,219 1,297,847 

負債合計 5,860,630 6,144,159 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400 

資本剰余金   

資本準備金 345,388 345,388 

その他資本剰余金 125 125 

資本剰余金合計 345,514 345,514 

利益剰余金   

利益準備金 116,600 116,600 

その他利益剰余金   

別途積立金 7,850,000 8,200,000 

繰越利益剰余金 651,852 880,086 

利益剰余金合計 8,618,452 9,196,686 

自己株式 △401,911 △511,025 

株主資本合計 9,028,455 9,497,575 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 148,743 178,666 

評価・換算差額等合計 148,743 178,666 

純資産合計 9,177,198 9,676,242 

負債純資産合計 15,037,828 15,820,401 
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（２）損益計算書 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高   

製品売上高 11,683,016 11,691,324 

商品売上高 4,546,341 5,040,025 

売上高合計 16,229,357 16,731,349 

売上原価   

製品期首たな卸高 451,637 562,450 

当期製品製造原価 9,099,427 8,790,685 

合計 9,551,064 9,353,135 

他勘定振替高 49,158 25,562 

製品期末たな卸高 562,450 488,985 

製品売上原価 8,939,456 8,838,588 

商品期首たな卸高 7,836 5,270 

当期商品仕入高 4,062,557 4,504,302 

合計 4,070,393 4,509,573 

商品期末たな卸高 5,270 3,866 

商品売上原価 4,065,122 4,505,706 

売上原価合計 13,004,579 13,344,294 

売上総利益 3,224,778 3,387,055 

販売費及び一般管理費   

発送運賃 899,709 910,212 

役員報酬 123,140 124,740 

給料及び手当 545,891 539,762 

賞与引当金繰入額 72,584 71,213 

退職給付費用 78,055 76,244 

福利厚生費 131,005 132,855 

旅費交通費及び通信費 160,156 161,174 

賃借料 133,979 131,560 

減価償却費 51,097 47,719 

貸倒引当金繰入額 2,684 900 

その他 364,318 357,617 

販売費及び一般管理費合計 2,562,622 2,554,000 

営業利益 662,155 833,055 

営業外収益   

受取利息 673 599 

有価証券利息 5,763 1,712 

受取配当金 15,188 14,098 

受取賃貸料 214,957 198,066 

仕入割引 5,028 5,164 

為替差益 － 56,634 

雑収入 78,776 69,642 

営業外収益合計 320,388 345,917 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 3,877 835 

不動産賃貸費用 23,928 22,231 

売上割引 9,394 8,422 

為替差損 6,477 － 

雑損失 16,853 9,509 

営業外費用合計 60,532 40,998 

経常利益 922,011 1,137,974 

特別利益   

固定資産売却益 2,001 22,240 

投資有価証券売却益 13 － 

受取保険金 21,700 － 

特別利益合計 23,714 22,240 

特別損失   

固定資産売却損 13,640 2 

固定資産除却損 7,678 11,418 

減損損失 － 5,618 

投資有価証券評価損 － 2,249 

ゴルフ会員権評価損 － 1,350 

特別損失合計 21,319 20,638 

税引前当期純利益 924,406 1,139,576 

法人税、住民税及び事業税 426,400 446,200 

法人税等調整額 3,948 △29,288 

法人税等合計 430,348 416,911 

当期純利益 494,057 722,665 
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（３）株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 466,400 466,400 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 466,400 466,400 

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 345,388 345,388 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 345,388 345,388 

その他資本剰余金   

当期首残高 125 125 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 125 125 

資本剰余金合計   

当期首残高 345,514 345,514 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 345,514 345,514 

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 116,600 116,600 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 116,600 116,600 

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 7,500,000 7,850,000 

当期変動額   

別途積立金の積立 350,000 350,000 

当期変動額合計 350,000 350,000 

当期末残高 7,850,000 8,200,000 

繰越利益剰余金   

当期首残高 654,072 651,852 

当期変動額   

別途積立金の積立 △350,000 △350,000 

剰余金の配当 △146,277 △144,431 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当期純利益 494,057 722,665 

当期変動額合計 △2,220 228,234 

当期末残高 651,852 880,086 

利益剰余金合計   

当期首残高 8,270,672 8,618,452 

当期変動額   

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △146,277 △144,431 

当期純利益 494,057 722,665 

当期変動額合計 347,779 578,234 

当期末残高 8,618,452 9,196,686 

自己株式   

当期首残高 △369,041 △401,911 

当期変動額   

自己株式の取得 △32,870 △109,113 

当期変動額合計 △32,870 △109,113 

当期末残高 △401,911 △511,025 

株主資本合計   

当期首残高 8,713,545 9,028,455 

当期変動額   

剰余金の配当 △146,277 △144,431 

当期純利益 494,057 722,665 

自己株式の取得 △32,870 △109,113 

当期変動額合計 314,909 469,120 

当期末残高 9,028,455 9,497,575 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 200,445 148,743 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,702 29,923 

当期変動額合計 △51,702 29,923 

当期末残高 148,743 178,666 

評価・換算差額等合計   

当期首残高 200,445 148,743 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,702 29,923 

当期変動額合計 △51,702 29,923 

当期末残高 148,743 178,666 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

純資産合計   

当期首残高 8,913,991 9,177,198 

当期変動額   

剰余金の配当 △146,277 △144,431 

当期純利益 494,057 722,665 

自己株式の取得 △32,870 △109,113 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △51,702 29,923 

当期変動額合計 263,207 499,043 

当期末残高 9,177,198 9,676,242 
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該当事項はありません。 

（４）個別財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)
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