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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 4,009 5.5 370 19.9 376 18.5 212 20.3
22年3月期第3四半期 3,801 △4.4 309 10.3 317 11.8 176 11.5

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3月期第3四半期 44.21 ―
22年3月期第3四半期 36.75 ―

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3月期第3四半期 6,187 4,220 68.2 877.10
22年3月期 5,970 4,057 67.9 843.11

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,220百万円 22年3月期  4,057百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
平成23年３月期期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 特別配当5円00銭 

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3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
15.00 15.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 5,178 3.7 459 5.3 450 0.4 243 0.2 50.53



(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】P.3「その他」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3月期3Q 4,884,000株 22年3月期  4,884,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  72,099株 22年3月期  71,999株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 4,811,921株 22年3月期3Q 4,812,271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に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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、四半期決算短信[添付資料]P.3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、一部の企業で景気回復基調が見られるものの、長引く円高、デ

フレ基調の継続やエコカー補助金等の終了・縮小等により景気回復にかげりが見える状況です。  

 当業界におきましては、今夏の猛暑による需要増、エコカー補助金やエコポイント特需等により生産量は堅調

に推移しております。 

   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46百万㎡(前年同四半期比6.7％増)、段

ボールケース31百万㎡(前年同四半期比11.5％増)となりました。 

  また、当第３四半期累計期間の業績は、売上高4,009百万円(前年同四半期比5.5％増)となりました。利益面に

つきましては、経常利益376百万円(前年同四半期比18.5％増)、四半期純利益212百万円(前年同四半期比20.3％

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782百万円 

  総売上高に占める割合は19.5％です。 

  (ロ) 段ボールケース 

  売上高は2,612百万円 

  総売上高に占める割合は65.2％です。 

  (ハ) ラベル 

  売上高は149百万円 

  総売上高に占める割合は3.7％です。 

  (ニ) その他（主に包装資材） 

  売上高は464百万円 

  総売上高に占める割合は11.6％です。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（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216百万円増加し、6,187百万円となりま 

      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52百万円増加し、1,966百万円となりました。 

   その結果、純資産は4,220百万円となりました。 

 （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（以下「資金」という。）は税引前四半期純利益374百

万円（前年同四半期は313百万円）となり、四半期末残高の資金は前事業年度末に比べ144百万円増加し2,022百

万円となりました。 

      当第３四半期累計期間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271百万円（前年同四半期は442百万円の収入）となりました。  

               これらの主な資金増の要因は、たな卸資産の減少額22百万円（前年同四半期は41百万円の減少額）、

仕入債務の増加額119百万円（前年同四半期は223百万円の増加額）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114百万円（前年同四半期は49百万円の増加額）、前

事業年度の課税所得に基づく法人税等の支払額231百万円（前年同四半期は172百万円）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78百万円（前年同四半期は59百万円の支出）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。   

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 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22年５月13日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

   

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

  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、影響額はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,051,572 1,907,334

受取手形及び売掛金 1,376,888 1,261,810

有価証券 2,674 2,672

商品及び製品 45,357 38,692

原材料及び貯蔵品 175,597 204,796

その他 75,475 67,760

貸倒引当金 △11,015 △10,094

流動資産合計 3,716,550 3,472,971

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 418,206 439,183

土地 1,347,397 1,347,397

その他（純額） 274,355 264,198

有形固定資産合計 2,039,959 2,050,779

無形固定資産 16,891 19,203

投資その他の資産   

投資有価証券 180,614 182,269

その他 247,166 266,109

貸倒引当金 △13,799 △20,398

投資その他の資産合計 413,980 427,980

固定資産合計 2,470,832 2,497,963

資産合計 6,187,382 5,970,935

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,150,095 1,020,134

未払法人税等 47,437 133,637

賞与引当金 36,262 77,866

その他 171,555 144,331

流動負債合計 1,405,350 1,375,970

固定負債   

退職給付引当金 209,143 210,777

役員退職慰労引当金 352,368 327,150

固定負債合計 561,512 537,928

負債合計 1,966,862 1,913,898
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 3,137,544 2,972,933

自己株式 △40,910 △40,852

株主資本合計 4,216,663 4,052,110

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,856 4,926

評価・換算差額等合計 3,856 4,926

純資産合計 4,220,520 4,057,037

負債純資産合計 6,187,382 5,970,935
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,801,617 4,009,020

売上原価 2,671,686 2,789,307

売上総利益 1,129,930 1,219,712

販売費及び一般管理費 820,609 848,880

営業利益 309,321 370,831

営業外収益   

受取利息 2,478 2,132

受取配当金 1,607 1,584

受取保険金 1,783 3,412

補助金収入 5,841 －

雑収入 2,711 5,249

営業外収益合計 14,423 12,378

営業外費用   

支払利息 37 100

売上割引 5,801 6,015

雑損失 157 409

営業外費用合計 5,997 6,525

経常利益 317,747 376,685

特別損失   

固定資産除却損 3,432 158

投資有価証券評価損 81 627

出資金評価損 － 1,195

その他 640 －

特別損失合計 4,153 1,981

税引前四半期純利益 313,594 374,703

法人税、住民税及び事業税 124,696 149,106

法人税等調整額 12,053 12,866

法人税等合計 136,750 161,972

四半期純利益 176,843 212,731
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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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,340,748 1,387,166

売上原価 940,859 980,441

売上総利益 399,889 406,725

販売費及び一般管理費 275,967 292,716

営業利益 123,921 114,008

営業外収益   

受取利息 732 725

受取配当金 195 227

補助金収入 5,441 －

雑収入 927 1,148

営業外収益合計 7,297 2,101

営業外費用   

支払利息 － 8

売上割引 2,194 1,718

営業外費用合計 2,194 1,726

経常利益 129,024 114,383

特別損失   

固定資産除却損 1,027 44

投資有価証券評価損 81 －

特別損失合計 1,108 44

税引前四半期純利益 127,915 114,338

法人税、住民税及び事業税 38,808 39,140

法人税等調整額 16,269 10,568

法人税等合計 55,077 49,708

四半期純利益 72,838 64,630
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 313,594 374,703

減価償却費 95,880 96,526

未払人件費の増減額（△は減少） △31,334 △36,135

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,592 △1,634

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,813 25,218

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,377 △5,678

受取利息及び受取配当金 △4,085 △3,716

支払利息 37 100

有形固定資産売却損益（△は益） △815 △1,192

有形固定資産除却損 3,432 567

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 81 627

出資金評価損 － 1,195

売上債権の増減額（△は増加） △49,364 △114,874

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,159 22,533

その他の流動資産の増減額（△は増加） △31,041 △27,121

その他の固定資産の増減額（△は増加） △13,559 26,065

仕入債務の増減額（△は減少） 223,453 119,774

未払金の増減額（△は減少） 12,563 9,005

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,740 22,620

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,944 △8,780

小計 612,283 499,804

利息及び配当金の受取額 3,440 3,224

利息の支払額 △37 △100

法人税等の支払額 △172,784 △231,674

営業活動によるキャッシュ・フロー 442,901 271,254

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 △63

有形固定資産の取得による支出 △61,794 △80,000

有形固定資産の売却による収入 1,303 1,670

投資有価証券の取得による支出 － △750

従業員に対する貸付けによる支出 △270 △720

従業員に対する貸付金の回収による収入 983 941

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,879 △78,923

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 △312 △58

配当金の支払額 △48,138 △48,097

財務活動によるキャッシュ・フロー △48,450 △48,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,571 144,175

現金及び現金同等物の期首残高 1,342,475 1,878,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,677,047 2,022,372
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 該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

（１）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。 

（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

４．補足情報

品目別 
当第３四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

シート （千㎡）  46,623 ＋  6.7

ケース （千㎡）  31,609 ＋  11.5

ラベル （千通）  30,716 ＋  31.9

品目別 
当第３四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

ケース （千円）  140,137 ＋  12.3

附属品 （千円）  5,595 ＋  49.5

その他 （千円）  145,031 ＋  4.2

      合計    （千円）  290,763 ＋  8.6

品目別 
当第３四半期累計期間

（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

シート （千円）  782,606 △  3.1

ケース （千円）  2,612,750 ＋  5.7

ラベル （千円）  149,447 ＋  11.5

その他 （千円）  464,216 ＋  19.8

     合計 （千円）  4,009,020 ＋  5.5
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