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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 3,801 △4.4 309 10.3 317 11.8 176 11.5
21年3月期第3四半期 3,975 ― 280 ― 284 ― 158 ―

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 36.75 ―
21年3月期第3四半期 32.95 ―

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 5,880 3,990 67.9 829.25
21年3月期 5,526 3,859 69.8 801.96

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,990百万円 21年3月期  3,859百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 4,691 △8.4 300 △12.9 303 △14.3 151 △3.6 31.50
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4.  その他 
(1) 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  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 4,884,000株 21年3月期  4,884,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  71,999株 21年3月期  71,499株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 4,812,271株 21年3月期第3四半期 4,813,441株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績は、様々な要因により予想値と異なる可能性があります。 
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、デフレの圧力が強まる中、一部の企業に景気回復基調の兆しがみら

れるものの、依然として雇用状況は回復せず、個人消費の低迷や企業の設備投資減などにより先行き不透明な経済情

勢が続いている状況です。 

 当業界におきましても、景気減速に伴う生産量の減少を受けて厳しい状況です。  

 このような状況下において、生産量につきましては、段ボールシート43百万㎡（前年同四半期比1.1%減）、段ボ

ールケース28百万㎡（前年同四半期比1.8％増）となりました。 

 また、当第３四半期累計期間の売上高は、3,801百万円（前年同四半期比4.4％減）となりました。利益面につき

ましては、経常利益317百万円（前年同四半期比11.8％増）、四半期純利益176百万円（前年同四半期比11.5％増）

となりました。 

   販売品目別の概況は次のとおりであります。 

 （イ）段ボールシート 

    売上高は807百万円 

    総売上高に占める割合は21.2％です。 

 （ロ）段ボールケース 

    売上高は2,472百万円 

    総売上高に占める割合は65.1％です。 

 （ハ）ラベル 

    売上高は133百万円 

     総売上高に占める割合は3.5％です。 

  （二）その他（主に包装資材） 

      売上高は387百万円 

      総売上高に占める割合は10.2％です。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ353百万円増加し、5,880百万円となりまし 

た。これは主に、現金及び預金の増加によるものであります。 

 負債は、前事業年度末に比べ223百万円増加し、1,890百万円になりました。これは主に、仕入債務の増加によ

るものであります。 

その結果、純資産は3,990百万円になりました。 

（２）キャッシュ・フローの状況 

      当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ、334百万円増加し、 

  1,677百万円となりました。  

    当第３四半期会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、次のとおりであります。 

  （イ）営業活動によるキャッシュ・フロー 

       営業活動の結果得られた資金は442百万円（前年同四半期は61百万円の収入）となりました。 

 これらの主な資金増の要因は、仕入債務の増加額223百万円（前年同四半期は32百万円の増加額）、たな

卸資産の減少額41百万円（前年同四半期は39百万円の増加額）によるものであります。 

 一方、主な資金減の要因は、売上債権の増加額49百万円（前年同四半期は78百万円の増加額）によるもの

であります。     

    （ロ）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59百万円（前年同四半期は92百万円の支出）となりました。 

        これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

  （ハ）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48百万円（前年同四半期は48百万円の支出）となりました。 

        これは主に配当金の支払いによるものであります。 

  

  第３四半期が経過した現段階では、ほぼ当社が期首において想定した推移となりました。 

   従いまして、平成21年５月13日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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①貸倒引当金の算定方法は、一般債権の貸倒実績率等が前事業年度の財務諸表作成において使用した貸倒実績率

等と著しく変動していないため、当第３四半期会計期間末において、前事業年度末において算定した貸倒実績率

等を使用しております。 

  

②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しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

４．その他

（１）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

（２）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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,706,184 1,371,513

受取手形及び売掛金 1,344,620 1,294,761

有価証券 2,672 2,669

商品及び製品 40,177 43,768

原材料及び貯蔵品 190,522 228,090

その他 75,858 61,678

貸倒引当金 △9,412 △9,063

流動資産合計 3,350,623 2,993,419

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 447,589 461,380

土地 1,347,397 1,347,397

その他（純額） 291,324 287,033

有形固定資産合計 2,086,312 2,095,811

無形固定資産 20,001 22,396

投資その他の資産   

投資有価証券 180,822 176,727

その他 265,815 249,217

貸倒引当金 △22,870 △10,841

投資その他の資産合計 423,767 415,103

固定資産合計 2,530,081 2,533,311

資産合計 5,880,704 5,526,730

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,093,763 865,162

未払法人税等 43,079 91,331

賞与引当金 35,033 75,221

その他 188,738 107,067

流動負債合計 1,360,614 1,138,782

固定負債   

退職給付引当金 205,501 213,094

役員退職慰労引当金 324,212 315,398

固定負債合計 529,714 528,493

負債合計 1,890,328 1,667,276
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 554,000 554,000

資本剰余金 566,030 566,030

利益剰余金 2,907,142 2,778,423

自己株式 △40,852 △40,540

株主資本合計 3,986,320 3,857,913

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,055 1,541

評価・換算差額等合計 4,055 1,541

純資産合計 3,990,375 3,859,454

負債純資産合計 5,880,704 5,526,730
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 3,975,076 3,801,617

売上原価 2,864,623 2,671,686

売上総利益 1,110,452 1,129,930

販売費及び一般管理費 830,089 820,609

営業利益 280,363 309,321

営業外収益   

受取利息 2,087 2,478

受取配当金 1,908 1,607

受取保険金 － 1,783

補助金収入 － 5,841

雑収入 3,778 2,711

営業外収益合計 7,774 14,423

営業外費用   

支払利息 1 37

売上割引 3,652 5,801

雑損失 311 157

営業外費用合計 3,965 5,997

経常利益 284,172 317,747

特別損失   

固定資産除却損 3,308 3,432

投資有価証券売却損 1,587 －

投資有価証券評価損 212 81

ゴルフ会員権評価損 110 －

その他 － 640

特別損失合計 5,218 4,153

税引前四半期純利益 278,954 313,594

法人税、住民税及び事業税 109,439 124,696

法人税等調整額 10,901 12,053

法人税等合計 120,341 136,750

四半期純利益 158,612 176,843
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,409,637 1,340,748

売上原価 1,022,372 940,859

売上総利益 387,264 399,889

販売費及び一般管理費 287,851 275,967

営業利益 99,413 123,921

営業外収益   

受取利息 456 732

受取配当金 361 195

補助金収入 － 5,441

雑収入 1,600 927

営業外収益合計 2,419 7,297

営業外費用   

売上割引 1,291 2,194

雑損失 1 －

営業外費用合計 1,292 2,194

経常利益 100,540 129,024

特別損失   

固定資産除却損 747 1,027

投資有価証券評価損 － 81

ゴルフ会員権評価損 110 －

特別損失合計 857 1,108

税引前四半期純利益 99,683 127,915

法人税、住民税及び事業税 32,187 38,808

法人税等調整額 9,590 16,269

法人税等合計 41,777 55,077

四半期純利益 57,905 72,838
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 278,954 313,594

減価償却費 94,427 95,880

未払人件費の増減額（△は減少） △38,151 △31,334

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,522 △7,592

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △64 8,813

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,521 12,377

受取利息及び受取配当金 △3,996 △4,085

支払利息 1 37

有形固定資産売却損益（△は益） △1,195 △815

有形固定資産除却損 3,504 3,432

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,799 81

売上債権の増減額（△は増加） △78,070 △49,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,301 41,159

その他の流動資産の増減額（△は増加） △28,908 △31,041

その他の固定資産の増減額（△は増加） △9,071 △13,559

仕入債務の増減額（△は減少） 32,218 223,453

未払金の増減額（△は減少） △6,049 12,563

その他の流動負債の増減額（△は減少） 20,773 25,740

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,349 12,944

小計 245,566 612,283

利息及び配当金の受取額 3,516 3,440

利息の支払額 △1 △37

法人税等の支払額 △188,023 △172,784

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,059 442,901

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △101 △101

有形固定資産の取得による支出 △98,036 △61,794

有形固定資産の売却による収入 2,405 1,303

投資有価証券の売却による収入 1,862 －

従業員に対する貸付けによる支出 △100 △270

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,063 983

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,906 △59,879

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △826 △312

配当金の支払額 △48,144 △48,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,971 △48,450

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △80,819 334,571

現金及び現金同等物の期首残高 1,324,663 1,342,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,243,844 1,677,047
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①貸倒引当金の算定方法は、一般債権の貸倒実績率等が前事業年度の財務諸表作成において使用した貸倒実績率

等と著しく変動していないため、当第３四半期会計期間末において、前事業年度末において算定した貸倒実績率

等を使用しております。 

  

②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しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

４．その他

（１）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

（２）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
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当第３四半期累計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

  

(2）製品仕入実績 

 当第３四半期累計期間の製品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当社は段ボールシート、段ボールケース、ラベルについては受注生産ではありますが、生産と販売との関連にお

いて製品の回転がきわめて早く、月末における受注残高が少ないので「(4）販売実績」を受注とみて大差ありませ

ん。 

(4）販売実績 

 当第３四半期累計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

６．その他の情報

品目別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

シート （千㎡） 43,696 △1.1 

ケース （千㎡） 28,342 ＋1.8 

ラベル （千通） 23,281 △3.2 

品目別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

ケース （千円） 124,806 △10.0 

附属品 （千円） 3,741 △25.9 

その他 （千円） 139,151 △6.4 

      合計    （千円） 267,700 △8.5 

品目別 
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

シート （千円） 807,345 △6.3 

ケース （千円） 2,472,897 △1.4 

ラベル （千円） 133,992 ＋3.9 

その他 （千円） 387,382 △18.6 

     合計 （千円） 3,801,617 △4.4 
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