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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

22年3月期第3四半期 12,747 △2.7 538 111.3 430 193.8 239 276.7
21年3月期第3四半期 13,107 ― 255 ― 146 ― 63 ―

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

22年3月期第3四半期 14.39 ―

21年3月期第3四半期 3.49 ―

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

22年3月期第3四半期 16,096 5,131 26.7 264.24
21年3月期 15,321 4,838 26.4 248.47

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,300百万円 21年3月期  4,044百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ― 2.50 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 5.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 17,000 0.6 600 76.7 500 133.0 240 ― 14.40



4.  その他 

(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結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（四半期連結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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 平成22年３月期の連結業績予想および期末配当予想につきましては、平成21年11月13日発表の予想から変更ありません。 
 なお、本資料に記載いたしました予想は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。 
 経済情勢・市場環境等の著しい変動により、予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表
等】３．連結業績予想に関する定性的情報を参照してください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 17,768,203株 21年3月期  17,768,203株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,494,386株 21年3月期  1,493,475株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 16,274,296株 21年3月期第3四半期 17,374,552株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国内外の経済対策効果もあって、中国をはじめとする新興国

の景気回復により、輸出や生産の持ち直しが見られるものの、雇用情勢や所得環境の低迷から個人消費者の低価格

志向が強まっていることから、デフレ懸念が一段と鮮明になってまいりました。 

パッケージ業界におきましても、そうした厳しい環境の中で包材需要は依然伸び悩み、顧客獲得をめぐって受注

競争が激化するなど極めて厳しい経営環境が続いております。 

このような中、当社グループは、お客様のニーズに応えるべく商品企画および技術開発の向上に努め、積極的な

営業活動を進めてまいりました。特に、アジア地域での受注が堅調に推移しております。また、事業プロセスの改

善を進める中、徹底したロス削減を主体としたコストダウン活動を取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は12,747百万円（対前年同期比2.7％減）、営業利益は538百万円（対前年同期比111.3％

増）、経常利益は430百万円（対前年同期比193.8％増）、四半期純利益は239万円（対前年同期比276.7％増）とな

りました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ775百万円増加し、16,096百万円とな

りました。これは、流動資産が前連結会計年度末に比べ711百万円増加したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ482百万円増加し、10,965百万円となり

ました。これは、流動負債が前連結会計年度末に比べ988百万円増加したものの、固定負債が506百万円減少したこ

とによるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ293百万円増加し、5,131百万円となり

ました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益430百万円、減価償却費486百万円、たな卸資

産の減少299百万円の増加および売上債権の増加846百万円の減少等により、前年同期比336百万円の増加となりま

した。  

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等により、前年同期比384百万円の減少となりました。  

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加等により、前年同期比181百万円の増加となりまし

た。  

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ139百万円増加

し、1,219百万円となりました。 

  

平成21年11月13日に公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

   

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,469 1,397

受取手形及び売掛金 5,000 4,158

商品及び製品 678 867

仕掛品 310 335

原材料及び貯蔵品 313 401

その他 331 230

貸倒引当金 △10 △8

流動資産合計 8,091 7,380

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 2,083 2,290

土地 1,689 1,689

その他（純額） 1,801 1,628

有形固定資産合計 5,573 5,607

無形固定資産 79 83

投資その他の資産   

投資有価証券 1,477 1,365

その他 876 886

投資その他の資産合計 2,353 2,251

固定資産合計 8,005 7,941

資産合計 16,096 15,321



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,339 4,131

短期借入金 2,235 1,455

1年内返済予定の長期借入金 864 1,141

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 63 52

賞与引当金 52 84

その他 764 766

流動負債合計 8,617 7,629

固定負債   

社債 300 600

長期借入金 1,420 1,625

退職給付引当金 484 473

役員退職慰労引当金 144 156

固定負債合計 2,348 2,854

負債合計 10,965 10,483

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,151 2,151

資本剰余金 1,383 1,383

利益剰余金 1,018 860

自己株式 △166 △166

株主資本合計 4,386 4,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54 △165

為替換算調整勘定 △31 △20

評価・換算差額等合計 △86 △185

少数株主持分 830 794

純資産合計 5,131 4,838

負債純資産合計 16,096 15,321



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,107 12,747

売上原価 11,241 10,604

売上総利益 1,866 2,143

販売費及び一般管理費 1,612 1,605

営業利益 255 538

営業外収益   

受取利息 17 10

受取配当金 17 15

為替差益 9 －

その他 22 22

営業外収益合計 65 48

営業外費用   

支払利息 63 62

為替差損 － 9

その他 110 85

営業外費用合計 173 156

経常利益 146 430

特別利益   

保険差益 20 －

特別利益合計 20 －

特別損失   

投資有価証券評価損 15 －

特別損失合計 15 －

税金等調整前四半期純利益 151 430

法人税、住民税及び事業税 67 120

法人税等調整額 △16 28

法人税等合計 51 149

少数株主利益 36 43

四半期純利益 63 239



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 151 430

減価償却費 522 486

受取利息及び受取配当金 △34 △25

支払利息 63 62

保険差益 △20 －

投資有価証券評価損益（△は益） 15 －

売上債権の増減額（△は増加） △811 △846

たな卸資産の増減額（△は増加） △24 299

仕入債務の増減額（△は減少） 323 182

その他 △53 △126

小計 132 463

利息及び配当金の受取額 55 45

保険金の受取額 136 －

利息の支払額 △64 △64

災害損失の支払額 △100 －

法人税等の支払額 △80 △108

営業活動によるキャッシュ・フロー 78 336

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 △112 △85

定期預金の払戻による収入 122 150

有形固定資産の取得による支出 △735 △428

有形固定資産の売却による収入 2 1

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 1 0

その他 △3 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △726 △384

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） 952 779

長期借入れによる収入 800 500

長期借入金の返済による支出 △947 △983

社債の発行による収入 300 －

社債の償還による支出 △300 －

自己株式の純増減額（△は増加） △149 △0

配当金の支払額 △84 △78

少数株主への配当金の支払額 △37 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー 534 181

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △138 139

現金及び現金同等物の期首残高 1,260 1,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,122 1,219



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・販

売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列のパッケージを専ら製造・販

売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

   

     当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……中国、台湾 

３ 会計処理の方法の変更  

 前第３四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準）  

   第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）を適用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益に与える影響は軽微でありま

す。 

（リ－ス取引に関する会計基準） 

   第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用しております。これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益に与える影響は

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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 11,433 1,675 13,107 － 13,107 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 545 545 (545) － 

計 11,433 2,219 13,652 (545) 13,107 

営業利益 238 140 378 (123) 255 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 11,208 1,539 12,747 － 12,747 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 620 620 (620) － 

計 11,208 2,159 13,368 (620) 12,747 

営業利益 436 232 667 (129) 538 



前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  

     当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア……中国、台湾  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,675 1,675 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     13,107 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.8 12.8 

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,539 1,539 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     12,747 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.1 12.1 

（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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