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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

26年3月期 35,898 3.9 △277 ― △65 ― △28 ―
25年3月期 34,539 2.8 21 △83.5 58 △58.5 95 342.2

（注）包括利益 26年3月期 24百万円 （△90.8％） 25年3月期 264百万円 （389.6％）

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 ％ ％ ％

26年3月期 △1.84 ― △0.8 △0.4 △0.8
25年3月期 6.23 ― 2.8 0.3 0.1

（参考） 持分法投資損益 26年3月期 40百万円 25年3月期 27百万円

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

26年3月期 18,849 3,275 16.8 206.89
25年3月期 17,978 3,585 19.4 227.77

（参考） 自己資本 26年3月期 3,167百万円 25年3月期 3,488百万円

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

26年3月期 565 △548 83 1,567
25年3月期 731 △247 △306 1,326

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 ％ ％

25年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 91 96.4 2.7
26年3月期 ― ― ― 6.00 6.00 91 ― 2.8
27年3月期(予想) ― ― ― 6.00 6.00 45.9

3. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 17,000 0.0 70 ― 90 ― 50 ― 3.26
通期 36,500 1.7 330 ― 320 ― 200 ― 13.06



※ 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 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 詳細については、【添付資料】18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 （会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期 16,861,544 株 25年3月期 16,861,544 株
② 期末自己株式数 26年3月期 1,550,001 株 25年3月期 1,543,919 株
③ 期中平均株式数 26年3月期 15,314,699 株 25年3月期 15,318,289 株

（参考）個別業績の概要 

1. 平成26年3月期の個別業績（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

26年3月期 34,186 2.8 △109 ― 18 155.4 41 △8.2
25年3月期 33,266 2.3 △25 ― 7 △94.3 45 103.3

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

26年3月期 2.72 ―
25年3月期 2.97 ―

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

26年3月期 17,073 3,388 19.8 221.31
25年3月期 16,432 3,538 21.5 231.04

（参考） 自己資本 26年3月期 3,388百万円 25年3月期 3,538百万円

2. 平成27年 3月期の個別業績予想（平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 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、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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仮定等については、（添付資料）２ページ「経営成績に関する分析」をご覧く
ださい。 

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) 16,400 1.0 70 ― 90 ― 50 ― 3.26
通期 35,000 2.4 300 ― 300 ― 180 339.0 11.75
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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

（当期の経営成績）

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀による経済政策、金融緩和政策の効果などによる円安および

株価の上昇などを背景にして、企業収益が改善し、全体的には明るい兆しが見え、景気は緩やかに回復してまいり

ました。しかしながら消費税の引き上げや、円安による輸入価格の上昇など、個人消費の動向につきましては、依

然として先行き不透明なものとなっております。

一方当社グループを取り巻く経営環境は、個人消費が伸び悩むなか、原材料の高止まり、円安に伴う輸入製品の

価格上昇、電気料金値上げ等によるコスト増などから厳しい状況が続きました。

このような経営環境のなか、当社グループは安定した収益の確保に向け、需要の開拓と徹底したコスト削減によ

る、売上と利益の確保、品質と生産効率の向上などの課題に取り組んでまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は35,898百万円（前年同期比3.9％増）、営業損失277百万円（前年同期は営

業利益21百万円）、経常損失65百万円（前年同期は経常利益58百万円）、当期純損失28百万円（前年同期は当期純利

益95百万円）となりました。

セグメントの業績の概況は次のとおりであります。

なお、各セグメントのセグメント損益（営業損益）は、21ページ「セグメント情報等」に記載のとおり、各セグ

メントに配分していない全社費用850百万円を配分する前の金額であります。

「紙製品事業」

紙製品事業につきましては、主力の角底袋や手提袋の販売数量が減少したものの、紙器の販売金額の増加などに

より、売上高は前年同期に比べ2百万円増加して13,897百万円となりました。セグメント利益（営業利益）は生産効

率の向上に努めたものの仕入品の価格上昇などから粗利益額が減少、これを販売管理費の削減で補えず、前年同期

に比べ76百万円減少して551百万円となりました。

「化成品事業」

化成品事業につきましては、主力のレジ袋は販売数量が減少したものの売価修正により販売金額は増加し、売上

高は前年同期に比べ1,066百万円増加して14,040百万円となりました。セグメント損益（営業損益）は原材料価格お

よび仕入価格の上昇高止まりと円安に売価修正が追いつかず、粗利益額が減少、加えて販売管理費が増加したため、

前年同期に比べ207百万円減少して37百万円の損失となりました。

「その他事業」

その他事業につきましては、Ｓ・Ｖ・Ｓ（スーパーバッグ・ベンダー・システム）を主たる事業として展開して

おり、包装用品や事務用品の増加などから、売上高は前年同期に比べ291百万円増加して7,961百万円となりました。

セグメント利益（営業利益）は仕入商品の利益率改善が進まず粗利益額が減少、販売管理費は微減にとどまり、前

年同期に比べ40百万円減少して58百万円となりました。

（次期の見通し）

今後につきましては、政府による経済政策など、景気回復への期待感はあるものの、消費税の引き上げに伴う駆け

込み需要の反動や、物価上昇への懸念から、個人消費の本格回復には未だ時間を要するものと思われます。また、当

社におきましても円安による原材料および仕入コストの増加懸念から、厳しい経営環境が続くものと思われます。

このような環境のもと、当社グループは『収益力のある組織・企業』を基本方針として、安定した収益の確保に向

け、引き続き需要の開拓と徹底したコスト削減による「売上と利益の確保」、「品質および生産効率の向上」に重点的

に取り組んでまいります。

平成27年３月期の連結業績につきましては、売上高36,500百万円、営業利益330百万円、経常利益320百万円、当期

純利益200百万円を予想しております。

また、当社単体の業績につきましては、売上高35,000百万円、営業利益300百万円、経常利益300百万円、当期純利

益180百万円を予想しております。
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（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

総資産は、前連結会計年度末に比べ871百万円増加して18,849百万円となりました。流動資産は、現金及び預金

が227百万円増加、たな卸資産が82百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が98百万円減少したことなどによ

り、前連結会計年度末に比べ212百万円増加の12,345百万円となりました。固定資産は、設備投資等により有形固

定資産が679百万円増加、投資有価証券が202百万円増加、差入保証金が93百万円増加、繰延税金資産が213百万円

増加した一方、有形固定資産の減価償却費384百万円、無形固定資産の減価償却費110百万円により減少したこと

などから、前連結会計年度末に比べ658百万円増加の6,504百万円となりました。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,181百万円増加して15,574百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が184百万円増加、短期借入金及び長期借入金が60百万円増加、リース債務が332百万円増加、厚生年金基

金解散損失引当金が215百万円増加、改正退職給付会計基準の適用による退職給付引当金の減少728百万円及び退

職給付に係る負債の増加1,125百万円などによるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ310百万円減少して3,275百万円となりました。これは、当期純損失計

上により28百万円減少、剰余金の配当で91百万円減少、改正退職給付会計基準の適用等によりその他の包括利益

累計額が200百万円減少したことなどによるものであります。この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度

末に比べ20.88円減少し206.89円に、自己資本比率は、前連結会計年度末の19.4％から16.8％になりました。

②キャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は1,567百万円となり、前連結会計年度末に比べ241百万

円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況および増減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」

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度より165百万円少ない565百万円とな

りました。

これは、減価償却費495百万円、売上債権の減少94百万円、仕入債務の増加184百万円などにより資金が増加し、

税金等調整前当期純損失2百万円、法人税等の支払額98百万円などにより資金が減少したことなどによるものであ

ります。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」

当連結会計年度において投資活動に使用した資金は、前連結会計年度より300百万円多い548百万円となりまし

た。

これは、投資有価証券及び固定資産の取得による支出1,304百万円などにより資金が減少し、投資有価証券の売

却による収入738百万円などにより資金が増加したことなど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」

当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、前連結会計年度より389百万円多い83百万円となりま

した。

これは、セール・アンド・リースバックによる収入355百万円などにより資金が増加し、借入金が純額で139百

万円減少、リース債務の返済による支出40百万円、配当金の支払額92百万円などにより資金が減少したことなど

によるものであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

　

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 平成26年３月期

自己資本比率 18.6％ 19.4％ 18.8％ 19.4％ 16.8％

時価ベースの自己資本比率 11.4％ 11.2％ 11.0％ 12.0％ 12.4％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.2年 21.8年 68.7年 5.9年 8.4年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

11.5倍 1.8倍 0.6倍 7.2倍 5.9倍

(注) 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／キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い
①各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によって算出しております。
②株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。
③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すべての負債を対象とし
ております。

④キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フ
ロー」を使用しております。

⑤利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「利息の支払額」を使用しております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
　
当社は、株主への利益還元の充実を経営の最重要課題のひとつとして位置付けており、利益配分につきましては、

株主に安定した配当を継続することと、事業展開のため、内部留保の充実に努めることを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会でありますが、

取締役会決議により行うことができる旨を定款に定めております。

当期の剰余金の配当につきましては、長期的安定配当の観念から、前期と同様１株につき６円の配当としており

ます。また、次期の年間配当金につきましては、当期と同様の１株につき６円の配当を予想しております。

内部留保につきましては、今後の会社の継続的な成長力と競争力の強化を図るために不可欠な設備投資に向けて

活用していく所存であります。
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２．企業集団の状況

　
当社グループは、当社、子会社５社、関連会社１社及びその他の関係会社１社で構成され、主として紙袋、レジ袋

の製造、販売及びこれらに関連する事業を営んでおります。

当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以下に示す区分

は、セグメントと同一の区分であります。

紙製品事業

連結財務諸表提出会社(以下当社という。)が原紙を北海道スーパーバッグ㈱(連結子会社)に有償支給し、同社が

製造した紙袋等を当社が一括購入しており、自社で製造した紙袋等と共に販売しております。また、上海世霸包

装材料有限公司（連結子会社）を経由して紙袋等を購入しております。

化成品事業

当社が㈱中土製袋所(連結子会社)にポリエチレン樹脂を有償支給し、同社が製造したポリ袋等を当社が一括購入

し、販売しております。

また、上海世霸包装材料有限公司(連結子会社)にポリエチレン樹脂の一部を有償支給し、同社が製造したポリ袋

等を商社を経由して当社が購入し、国内販売しております。

その他事業

当社において展開しております用度品、消耗資材の一括受注納品システムＳ・Ｖ・Ｓ(スーパーバッグ・ベンダ

ー・システム)を中心とした事業部門であります。

また、台湾超級包装材料股份有限公司、上海世霸商貿有限公司及びナライスーパーバッグ㈱は、独自に仕入並び

に販売を行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、株主重視の基本姿勢を堅持しつつ、我が国製袋業界のパイオニアとして、『パッケージに関する事業を通

じてお客様のニーズに挑戦し、社会の発展と繁栄に貢献すること』を経営理念として掲げ、その実現のために「お

客様本位、品質本位に徹し信頼される会社となる」「増収増益を成し遂げるとともに安定した収益力のある会社にな

る」ことを基本方針としております。

（２）目標とする経営指標

当社グループは、売上の拡大および利益率の改善を目指しており、その達成度を測るため、売上高、営業利益、

営業利益率を重視しております。また財務体質強化の観点から自己資本比率の向上も重要視した経営を行ってまい

ります。

（３）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

当社グループは、今年度を最終年度とする３ヵ年の中期経営計画「スクラム78」において『収益力のある組織・

企業』を全社を挙げた目標とし、

①紙袋メーカーとして紙製品の業容拡大

②お客様のニーズと社会の変化に対応した新製品の開発・海外展開

③企業力を磨き信頼される一流のプロ集団を目指す

を推進してまいります。

その実現のため、対処すべき課題として、「収益力の向上」、「品質の維持向上」、「組織としての活力の向上」、「人

材の育成」に重点的に取り組んでまいります。
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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25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,366,633 1,594,385

受取手形及び売掛金 7,082,263 6,983,370

商品及び製品 2,321,017 2,475,680

仕掛品 324,976 303,555

原材料及び貯蔵品 504,060 453,611

短期貸付金 1,036 804

繰延税金資産 108,913 182,044

その他 427,383 355,310

貸倒引当金 △3,225 △3,171

流動資産合計 12,133,060 12,345,590

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,129,215 6,354,459

減価償却累計額 △4,618,872 △4,867,803

建物及び構築物（純額） 1,510,342 1,486,655

機械装置及び運搬具 10,130,543 10,601,914

減価償却累計額 △9,316,326 △9,668,153

機械装置及び運搬具（純額） 814,217 933,760

土地 1,123,398 1,123,398

リース資産 77,927 412,947

減価償却累計額 △35,409 △53,498

リース資産（純額） 42,518 359,448

建設仮勘定 126,803 12,341

その他 802,131 843,814

減価償却累計額 △720,739 △773,129

その他（純額） 81,391 70,685

有形固定資産合計 3,698,671 3,986,290

無形固定資産

電話加入権 15,691 15,691

リース資産 80,740 29,706

その他 130,885 80,542

無形固定資産合計 227,317 125,940

投資その他の資産

投資有価証券 1,231,716 1,434,367

破産更生債権等 6,671 10,656

事業保険金 118,260 80,364

差入保証金 162,617 256,408

退職給付に係る資産 - 193,444

繰延税金資産 216,947 430,837

その他 199,415 5,681

貸倒引当金 △16,021 △19,826

投資その他の資産合計 1,919,606 2,391,934

固定資産合計 5,845,595 6,504,164

資産合計 17,978,656 18,849,755
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,949,445 8,133,588

短期借入金 1,726,969 1,795,054

リース債務 20,957 48,670

未払金 479,847 463,794

未払法人税等 66,612 105,922

未払消費税等 29,943 1,262

賞与引当金 224,702 221,953

厚生年金基金解散損失引当金 - 215,500

設備関係支払手形 44,199 96,880

設備関係未払金 8,479 3,345

その他 192,516 132,474

流動負債合計 10,743,673 11,218,447

固定負債

長期借入金 2,562,688 2,554,677

リース債務 38,174 343,271

退職給付引当金 728,642 -

役員退職慰労引当金 315,438 327,813

環境対策引当金 4,308 4,308

退職給付に係る負債 - 1,125,578

固定負債合計 3,649,251 4,355,648

負債合計 14,392,924 15,574,095

純資産の部

株主資本

資本金 1,374,755 1,374,755

資本剰余金 1,450,226 1,450,226

利益剰余金 876,245 756,194

自己株式 △256,959 △257,891

株主資本合計 3,444,267 3,323,284

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 135,418 47,682

繰延ヘッジ損益 11,488 △32

為替換算調整勘定 △102,241 38,320

退職給付に係る調整累計額 - △241,375

その他の包括利益累計額合計 44,665 △155,405

少数株主持分 96,798 107,781

純資産合計 3,585,731 3,275,659

負債純資産合計 17,978,656 18,849,755
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 34,539,360 35,898,882

売上原価 29,322,130 30,980,168

売上総利益 5,217,229 4,918,713

販売費及び一般管理費

運搬費 1,679,646 1,643,489

保管費 873,551 868,632

給料及び手当 1,552,393 1,570,546

賞与引当金繰入額 104,584 103,176

退職給付引当金繰入額 103,460 -

退職給付費用 - 100,178

賃借料 178,395 181,800

旅費及び交通費 105,138 98,075

その他の経費 598,495 630,255

販売費及び一般管理費合計 5,195,666 5,196,155

営業利益又は営業損失（△） 21,563 △277,441

営業外収益

受取利息 253 181

受取配当金 26,835 28,387

貸倒引当金戻入額 6,368 499

持分法による投資利益 27,734 40,958

為替差益 29,626 121,347

受取賃貸料 29,680 30,256

作業くず売却益 6,642 6,743

受取保険金 13,830 69,554

雑収入 26,066 38,434

営業外収益合計 167,038 336,362

営業外費用

支払利息 103,947 97,927

賃貸費用 14,862 13,326

貸倒引当金繰入額 255 -

その他 11,021 12,787

営業外費用合計 130,086 124,042

経常利益又は経常損失（△） 58,514 △65,121

特別利益

固定資産売却益 3,500 1,256

投資有価証券売却益 91,383 286,642

リース債務解約益 - 1,118

保険差益 36,634 10,748

特別利益合計 131,519 299,766

特別損失

固定資産除却損 3,274 1,376

リース資産除却損 - 1,125

ゴルフ会員権評価損 335 -

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 - 215,500

特別退職金 - 19,524

特別損失合計 3,609 237,526

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当
期純損失（△）

186,424 △2,881
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 94,097 136,763

法人税等調整額 △6,677 △100,351

法人税等合計 87,419 36,412

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主
損益調整前当期純損失（△）

99,005 △39,294

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,640 △11,148

当期純利益又は当期純損失（△） 95,364 △28,146
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主
損益調整前当期純損失（△）

99,005 △39,294

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 106,186 △87,735

繰延ヘッジ損益 10,437 △11,521

為替換算調整勘定 37,737 148,311

持分法適用会社に対する持分相当額 11,556 14,597

その他の包括利益合計 165,917 63,651

包括利益 264,923 24,357

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 258,450 13,158

少数株主に係る包括利益 6,472 11,199
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：千円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,374,755 1,450,226 872,797 △256,759 3,441,019

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △91,915 　 △91,915

当期純利益 　 　 95,364 　 95,364

自己株式の取得 　 　 　 △200 △200

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― 3,448 △200 3,248

当期末残高 1,374,755 1,450,226 876,245 △256,959 3,444,267

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 29,232 1,050 △148,704 ― △118,421 90,326 3,412,924

当期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △91,915

当期純利益 　 　 　 　 　 95,364

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △200

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
106,186 10,437 46,462 ― 163,086 6,472 169,558

当期変動額合計 106,186 10,437 46,462 ― 163,086 6,472 172,806

当期末残高 135,418 11,488 △102,241 ― 44,665 96,798 3,585,731
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,374,755 1,450,226 876,245 △256,959 3,444,267

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △91,905 　 △91,905

当期純損失(△) 　 　 △28,146 　 △28,146

自己株式の取得 　 　 　 △932 △932

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 ― ― △120,051 △932 △120,983

当期末残高 1,374,755 1,450,226 756,194 △257,891 3,323,284

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付

に係る

調整累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 135,418 11,488 △102,241 ― 44,665 96,798 3,585,731

当期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △91,905

当期純損失(△) 　 　 　 　 　 △28,146

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △932

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
△87,735 △11,521 140,561 △241,375 △200,070 10,982 △189,088

当期変動額合計 △87,735 △11,521 140,561 △241,375 △200,070 10,982 △310,072

当期末残高 47,682 △32 38,320 △241,375 △155,405 107,781 3,275,659
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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又は税金等調整前
当期純損失（△）

186,424 △2,881

減価償却費 458,868 495,391

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,072 3,751

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,707 △2,749

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,197 △716,267

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 751,654

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△
は減少）

- 215,500

未払債務の増減額（△は減少） 18,177 △71,094

未収入金の増減額（△は増加） 33,215 16,072

差入保証金の増減額（△は増加） △859 △93,790

受取利息及び受取配当金 △27,089 △28,568

支払利息 103,947 97,927

為替差損益（△は益） △29,626 △58,468

持分法による投資損益（△は益） △27,734 △40,958

投資有価証券売却損益（△は益） △91,383 △286,642

特別退職金 - 19,524

受取保険金 △11,520 △69,554

保険差益 △36,634 △10,748

固定資産売却損益（△は益） △3,500 △1,256

リース債務解約損益（△は益） - △1,118

リース資産除却損 - 1,125

固定資産除却損 3,274 1,376

ゴルフ会員権評価損 335 -

売上債権の増減額（△は増加） 204,285 94,908

たな卸資産の増減額（△は増加） △306,219 △82,792

仕入債務の増減額（△は減少） 294,848 184,142

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,420 △28,681

その他 21,101 212,772

小計 824,906 598,574

利息及び配当金の受取額 49,596 67,029

利息の支払額 △101,183 △96,060

法人税等の支払額 △53,514 △98,071

特別退職金の支払額 - △19,524

保険金の受取額 11,520 113,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,325 565,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △14,474 △772,672

投資有価証券の売却による収入 123,979 738,671

固定資産の取得による支出 △359,335 △531,624

固定資産の売却による収入 4,376 3,095

貸付けによる支出 △1,602 △804

貸付金の回収による収入 542 1,840

その他 △1,203 13,466

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,717 △548,027
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,954,230 2,804,875

短期借入金の返済による支出 △1,969,677 △2,917,043

長期借入れによる収入 1,000,000 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,135,049 △1,126,931

自己株式の取得による支出 △200 △932

リース債務の返済による支出 △63,572 △40,217

セール・アンド・リースバックによる収入 - 355,588

配当金の支払額 △92,165 △92,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △306,434 83,297

現金及び現金同等物に係る換算差額 46,462 140,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 223,635 241,218

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,726 1,326,361

現金及び現金同等物の期末残高 1,326,361 1,567,580
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（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)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数 5社

連結子会社の名称

㈱中土製袋所

北海道スーパーバッグ㈱

上海世霸包装材料有限公司

台湾超級包装材料股份有限公司

上海世霸商貿有限公司

２ 持分法の適用に関する事項

関連会社については、持分法を適用しております。

持分法を適用した関連会社の数 1社

会社の名称

ナライスーパーバッグ㈱

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、上海世霸包装材料有限公司及び上海世霸商貿有限公司の決算日は12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

②たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)

当社及び国内連結子会社は定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

在外連結子会社は定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～50年

機械装置及び運搬具 ２～17年

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。
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②無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

従業員(使用人兼務役員を含む)賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③厚生年金基金解散損失引当金

当社は、厚生年金基金解散に伴い発生が見込まれる損失に備えるため、基金解散時の損失等における合理的な見

積額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

当社及び国内連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

⑤環境対策引当金

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の処分に関する支出に備えるため、今後の処分見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期

間定額基準によっております。

②数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処

理しております。

会計基準変更時差異は、15年による定額法により費用処理しております。

③小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めて計上して

おります。
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(6) 重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約等については振当

処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

為替予約

金利スワップ

・ヘッジ対象

外貨建金銭債務

借入金の利息

③ヘッジ方針

内部規程である「デリバティブ取引等運用規程」に基づき、為替変動リスクをヘッジしております。

金利スワップについては、金利の変動にかかるリスクを回避する目的で利用しており、投機目的のための取引は

行わない方針であります。

④ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とへッジ手段のキャッシュ・フロー変動額の比率を随時確認しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

⑤その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

内部統制としてリスク管理部門を設け、ヘッジ取引の実行を適切に管理しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(退職給付に関する会計基準等の適用)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指

針第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債とし

て計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしま

した。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結

会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお

ります。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が1,125,578千円計上されております。また、その他

の包括利益累計額が241,375千円減少しております。

なお、１株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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(未適用の会計基準等)

・「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日）

・「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日）

(1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去

勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものであります。

(2) 適用予定日

退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年３月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

(追加情報)

(厚生年金基金解散損失引当金)

当社が加入している総合設立型厚生年金基金で解散方針等が決議されたため、基金解散に伴う損失の負担見込額

を合理的に算定できる場合に、その損失の発生に備えて引当金を計上することといたしました。

これにより、基金解散に伴う損失の負担見込額について、同基金より入手した平成25年３月31日現在の決算数値

および基金解散時の追加拠出金の加入事業主ごとの按分割合をもとに、同日時点で解散した場合のおおよその費用

を試算した結果、当連結会計年度において、厚生年金基金解散損失引当金繰入額215,500千円を特別損失に計上して

おります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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、紙手提袋を主とした紙袋、レジ袋を主としたポリ袋の製造・販売ならびに用度品、消耗資材の

一括受注納品システムＳ・Ｖ・Ｓ（スーパーバッグ・ベンダー・システム）を中心とした事業活動を展開しており

ます。

したがって、当社グループは製品の内容及びサービスの販売方法を基礎としたセグメントから構成されており、

「紙製品事業」「化成品事業」「その他事業」の３つを報告セグメントとしております。

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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

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

前連結会計年度（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 調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２紙製品事業 化成品事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 13,895,003 12,973,954 7,670,403 34,539,360 ― 34,539,360

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 13,895,003 12,973,954 7,670,403 34,539,360 ― 34,539,360

セグメント利益 627,757 170,567 99,126 897,450 △875,887 21,563

セグメント資産 5,978,937 5,587,832 2,285,232 13,852,003 4,126,653 17,978,656

その他の項目

減価償却費 190,544 122,666 10,923 324,134 134,733 458,868

持分法適用会社への
投資額

95,272 ― ― 95,272 ― 95,272

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

193,142 86,540 6,569 286,253 1,260 287,513

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額△875,887千円は、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一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額4,126,653千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全

社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係

る資産であります。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,260千円は、親会社でのソフトウェア等の投資額であ

ります。

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（単位：千円）

報告セグメント 調整額
（注）１

連結財務諸表
計上額
（注）２紙製品事業 化成品事業 その他事業 計

売上高

外部顧客への売上高 13,897,115 14,040,128 7,961,639 35,898,882 ― 35,898,882

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 13,897,115 14,040,128 7,961,639 35,898,882 ― 35,898,882

セグメント利益又は損失
(△)

551,701 △37,016 58,153 572,838 △850,279 △277,441

セグメント資産 6,639,177 5,295,133 2,165,931 14,100,243 4,749,511 18,849,755

その他の項目

減価償却費 249,484 125,050 4,036 378,571 116,820 495,391

持分法適用会社への
投資額

112,366 ― ― 112,366 ― 112,366

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額

526,425 28,720 4,265 559,410 3,000 562,410

（注）１ 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益又は損失の調整額△850,279千円は、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一般管理費であります。

(2) セグメント資産の調整額4,749,511千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全

社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係

る資産であります。

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額3,000千円は、親会社でのソフトウェア等の投資額であ

ります。

２ セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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【関連情報】

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

（単位：千円）

日本 中国 その他 合計

3,167,004 528,052 3,614 3,698,671

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

１ 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

（単位：千円）

日本 中国 その他 合計

3,422,171 559,241 4,877 3,986,290

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【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】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 227.77円 206.89円

１株当たり当期純利益金額又は
当期純損失金額(△)

6.23円 △1.84円

　
(注) １．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。なお、当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過

的な取扱いに従っております。

　 この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が15.76円減少しております。

３．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 95,364 △28,146

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又は
当期純損失(△)(千円)

95,364 △28,146

普通株式の期中平均株式数(株) 15,318,289 15,314,699

　
４．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当連結会計年度

(平成26年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 3,585,731 3,275,659

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 96,798 107,781

（うち少数株主持分） (96,798) (107,781)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,488,933 3,167,878

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(株)

15,317,625 15,311,543

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(開示の省略)

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計

算書、リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項及び個別財務諸表については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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５．その他

（１）役員の異動

①代表者の異動（平成26年６月27日付予定）

新任代表取締役候補

代表取締役社長 福田 晴明 （現 常務取締役物流本部長）

退任予定代表取締役

現 代表取締役社長 福田 吉弘 （取締役会長に就任予定）

②その他の役員の異動（平成26年６月27日付予定）

1.新任取締役候補

　取締役社長補佐 福田 英範 （現 当社顧問）

2.退任予定取締役

　取締役総務部長 吉田 耕一 （当社常勤監査役に就任予定）

3.役付取締役の異動

　常務取締役生産本部長 平野 哲男 （現 取締役生産本部長）

4.新任監査役候補

　常勤監査役 吉田 耕一 （現 取締役総務部長）

5.監査役の異動

　非常勤監査役 石川 裕通 （現 常勤監査役）
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