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1. 2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 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 ％

2021年3月期 4,801 △8.8 270 △13.6 275 △14.1 163 6.5

2020年3月期 5,262 0.9 312 54.9 321 57.8 153 26.4

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
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 ％ ％ ％

2021年3月期 34.04 ― 3.0 3.7 5.6

2020年3月期 31.96 ― 2.9 4.3 5.9

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

(2) 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

2021年3月期 7,507 5,473 72.9 1,137.46

2020年3月期 7,598 5,328 70.1 1,107.38

（参考） 自己資本 2021年3月期 5,473百万円 2020年3月期 5,328百万円

(3) 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

2021年3月期 148 △344 △85 3,143

2020年3月期 467 29 △101 3,425

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ％ ％

2020年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 48 31.3 0.9

2021年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 48 29.4 0.9

2022年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 21.9

3. 2022年 3月期の業績予想（2021年 4月 1日～2022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) 2,425 6.0 156 67.0 156 60.1 95 46.7 19.95

通期 5,000 4.1 353 30.7 353 28.0 219 34.1 45.64



※ 注記事項

(1) 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 　：　無

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

(2) 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） 2021年3月期 4,884,000 株 2020年3月期 4,884,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 72,324 株 2020年3月期 72,324 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 4,811,676 株 2020年3月期 4,811,676 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 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、その達成
を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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
想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．経営成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績の概況

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会経済活動が抑制され、景気は

厳しい状態で推移しました。その後段階的な経済活動の再開も見られたものの変異ウイルス感染拡大により景気に悪

影響を及ぼす状態が続いております。

この様な経済環境の中、当業界におきましては、全国段ボール生産量は前期比99.4％となりました。

一方、当社は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて売り上げは大幅に減少しましたが生産性の向上と経費の

削減に努めたことと、当事業年度の設備投資を削減・延期したことにより下記の様になりました。

その結果、段ボールシート48百万㎡（前期比11.4％減）、段ボールケース31百万㎡（前期比5.9％減）となりまし

た。売上高は4,801百万円（前期比8.8％減）となりました。利益面におきましては、経常利益275百万円（前期比

14.1％減）となり、当期純利益163百万円（前期比6.5％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890百万円（前期比22.4％減）

　総売上高に占める割合は18.5％です。

　　(ロ) 段ボールケース

　売上高は2,993百万円（前期比8.4％減）

　総売上高に占める割合は62.4％です。

　　(ハ) ラベル

　売上高は169百万円（前期比0.2％減）

　総売上高に占める割合は3.5％です。

　　(ニ) その他（主に包装資材）

　売上高は748百万円（前期比10.4％増）

　総売上高に占める割合は15.6％です。

(2）当期の財政状態の概況

　資産、負債及び純資産の状況

当事業年度末の総資産につきましては、前事業年度末に比べて、91百万円減少しまして、7,507百万円となり

ました。主な要因は、機械及び装置等の入替により有形固定資産が187百万円、投資有価証券が39百万円増加し、

また、現金及び預金が281百万円減少したことによるものであります。

負債につきましては、前事業年度末に比べ235百万円減少しまして、2,034百万円となりました。

純資産につきましては、前事業年度末より144百万円増加しまして、5,473百万円になりました。この結果、自

己資本比率は72.9％となっております。

(3）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は税引前当期純利益253百万円(前期比21百

万円減）となり、期末残高の資金は前事業年度末に比べ281百万円減少し,3,143百万円となりました。

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は、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148百万円（前期は467百万円の収入）となりました。

　主な資金増の要因は、たな卸資産の減少額４百万円及び未払金の増加額10百万円によるものでありま

す。また、資金減の要因は、未払消費税等の減少額46百万円及び法人税等の支払額138百万円によるも

のであります。
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当事業年度 前事業年度

自己資本比率 72.9％ 70.1%

時価ベースの自己資本比率 39.3％ 33.4％

（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344百万円（前期は29百万円の収入）となりました。

　主な資金増の要因は、主に有形固定資産の売却による収入１百万円によるものであります。一方、主

な資金減の要因は、主に有形固定資産の取得による支出345百万円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85百万円（前期は101百万円の支出）となりました。

　これは、リース債務の返済による支出37百万円及び配当金の支払額47百万円によるものであります。

　　　（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

（注） １．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

　　　　　　　　　　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

２．財務数値により計算しております。

３．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

４．債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、当社は有利子負債がないため記

載しておりません。

(4）今後の見通し

次期の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、一部の都府県を対象にした３度目の緊急事

態宣言が発令される中において、感染力の強い変異ウイルスの流行も懸念され感染拡大の収束は見通せず、今後も

予断を許さない状況が続くものと思われます。

この様な状況のもと、当社は小ロット・多品種の「生産性向上工夫」をスローガンとして掲げお客様の段ボール

ニーズに対し、早さと的確さでいち早く答えてまいりたいと考えています。

この様な見通しのもと、当社の2022年3月期の通期業績予想につきましては、売上高5,000百万円(前期比4.1％

増)、営業利益353百万円(同30.7％増)、経常利益353百万円(同28.0％増)及び当期純利益219百万円(同34.1％増)を

計画しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　 当社は、国際的な事業展開や資金調達を行っていませんので、日本基準に基づき財務諸表を作成しております。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,657,244 3,375,809

受取手形 501,215 477,857

売掛金 711,315 717,857

商品及び製品 53,158 52,663

原材料及び貯蔵品 305,315 300,996

前払費用 9,771 12,595

その他 2,726 1,747

貸倒引当金 △2,425 △1,195

流動資産合計 5,238,321 4,938,331

固定資産

有形固定資産

建物 1,294,476 1,305,891

減価償却累計額 △1,009,515 △1,029,751

減損損失累計額 △7,997 △7,997

建物（純額） 276,964 268,143

構築物 149,056 149,056

減価償却累計額 △141,793 △142,877

減損損失累計額 △389 △389

構築物（純額） 6,874 5,790

機械及び装置 1,151,217 1,354,930

減価償却累計額 △790,159 △851,943

減損損失累計額 △21,431 △21,431

機械及び装置（純額） 339,626 481,556

車両運搬具 390,274 403,890

減価償却累計額 △344,103 △347,872

減損損失累計額 △8,515 △8,515

車両運搬具（純額） 37,656 47,503

工具、器具及び備品 144,446 142,377

減価償却累計額 △128,279 △130,194

減損損失累計額 △324 △324

工具、器具及び備品（純額） 15,842 11,859

土地 1,391,532 1,391,532

リース資産 342,500 33,500

減価償却累計額 △310,535 △1,994

減損損失累計額 △4,464 －

リース資産（純額） 27,500 31,505

建設仮勘定 2,400 48,000

有形固定資産合計 2,098,396 2,285,891

無形固定資産

借地権 4,510 4,510

ソフトウエア 2,426 1,866

その他 4,912 4,882

無形固定資産合計 11,849 11,258

３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 166,436 205,511

出資金 30 30

従業員に対する長期貸付金 1,160 1,153

破産更生債権等 5,100 506

繰延税金資産 75,140 58,127

その他 6,840 6,814

貸倒引当金 △5,100 △506

投資その他の資産合計 249,608 271,636

固定資産合計 2,359,853 2,568,786

資産合計 7,598,175 7,507,117

負債の部

流動負債

支払手形 1,048,579 944,709

買掛金 209,897 204,365

リース債務 35,181 5,094

未払金 45,574 62,309

未払費用 61,914 61,075

未払法人税等 94,055 35,140

未払消費税等 63,397 13,765

前受金 639 917

預り金 6,120 6,102

賞与引当金 80,849 81,373

設備関係支払手形 34,439 4,878

流動負債合計 1,680,648 1,419,733

固定負債

リース債務 － 29,849

退職給付引当金 140,782 133,463

役員退職慰労引当金 431,474 434,083

その他 16,900 16,900

固定負債合計 589,156 614,295

負債合計 2,269,805 2,034,028
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021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

資本準備金 566,030 566,030

資本剰余金合計 566,030 566,030

利益剰余金

利益準備金 63,068 63,068

その他利益剰余金

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 3,174,382 3,290,066

利益剰余金合計 4,237,450 4,353,134

自己株式 △41,030 △41,030

株主資本合計 5,316,450 5,432,134

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,919 40,954

評価・換算差額等合計 11,919 40,954

純資産合計 5,328,369 5,473,088

負債純資産合計 7,598,175 7,507,117
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

売上高 5,262,991 4,801,787

売上原価

製品期首たな卸高 57,079 53,158

当期製品仕入高 379,730 396,257

当期製品製造原価 3,430,858 3,037,897

合計 3,867,668 3,487,313

製品期末たな卸高 53,158 52,663

製品売上原価 3,814,509 3,434,650

売上総利益 1,448,481 1,367,137

販売費及び一般管理費

発送費 330,654 331,964

広告宣伝費 5,579 3,177

貸倒引当金繰入額 1,087 －

役員報酬 104,698 90,574

役員退職慰労引当金繰入額 9,779 9,634

給料及び手当 307,920 294,620

退職金 445 272

賞与引当金繰入額 41,337 42,565

退職給付費用 16,090 15,587

法定福利費 88,172 87,675

福利厚生費 10,787 9,194

減価償却費 32,019 33,769

賃借料 35,635 35,267

交際費 5,072 3,151

租税公課 29,674 27,699

修繕費 5,547 5,470

通信費 16,019 16,222

旅費及び交通費 12,909 8,364

消耗品費 1,560 1,453

支払手数料 21,556 24,529

その他 59,481 55,863

販売費及び一般管理費合計 1,136,029 1,097,058

営業利益 312,452 270,079

（２）損益計算書
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業外収益

受取利息 23 14

有価証券利息 1,437 1,337

受取配当金 2,969 4,326

受取保険金 7,160 1,206

固定資産売却益 1,010 571

雑収入 1,942 2,740

営業外収益合計 14,543 10,196

営業外費用

支払利息 906 421

売上割引 4,417 3,526

雑損失 663 471

営業外費用合計 5,987 4,418

経常利益 321,008 275,856

特別損失

固定資産除却損 3,053 373

減損損失 43,310 －

投資有価証券評価損 － 425

和解金 － 22,000

特別損失合計 46,363 22,799

税引前当期純利益 274,644 253,056

法人税、住民税及び事業税 120,989 82,707

法人税等調整額 △148 6,549

法人税等合計 120,841 89,256

当期純利益 153,802 163,800
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前事業年度
（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

当事業年度
（自　2020年４月１日

至　2021年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 2,275,450 66.3 1,952,861 64.3

Ⅱ　労務費 642,729 18.7 622,040 20.5

Ⅲ　経費 512,678 15.0 462,996 15.2

１．動力費 144,542 117,237

２．賃借料 73,117 73,118

３．減価償却費 158,760 132,233

４．その他 136,257 140,407

当期製品製造原価 3,430,858 100.0 3,037,897 100.0

製造原価明細書

　（注）　原価計算の方法は、標準原価によるロット別個別原価計算を採用し、期末において原価差額を配賦して実際原

価を算定しております。
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(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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 554,000 566,030 566,030 63,068 1,000,000 3,068,696 4,131,764 △41,030 5,210,764

当期変動額

剰余金の配当 △48,116 △48,116 △48,116

当期純利益 153,802 153,802 153,802

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － 105,686 105,686 － 105,686

当期末残高 554,000 566,030 566,030 63,068 1,000,000 3,174,382 4,237,450 △41,030 5,316,450

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

当期首残高 22,000 22,000 5,232,764

当期変動額

剰余金の配当 △48,116

当期純利益 153,802

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

△10,081 △10,081 △10,081

当期変動額合計 △10,081 △10,081 95,605

当期末残高 11,919 11,919 5,328,369

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
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(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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 554,000 566,030 566,030 63,068 1,000,000 3,174,382 4,237,450 △41,030 5,316,450

当期変動額

剰余金の配当 △48,116 △48,116 △48,116

当期純利益 163,800 163,800 163,800

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

当期変動額合計 － － － － － 115,683 115,683 － 115,683

当期末残高 554,000 566,030 566,030 63,068 1,000,000 3,290,066 4,353,134 △41,030 5,432,134

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

評価・換算差額等合計

当期首残高 11,919 11,919 5,328,369

当期変動額

剰余金の配当 △48,116

当期純利益 163,800

株主資本以外の項
目の当期変動額
（純額）

29,035 29,035 29,035

当期変動額合計 29,035 29,035 144,719

当期末残高 40,954 40,954 5,473,088

当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 274,644 253,056

減価償却費 190,779 166,003

減損損失 43,310 －

未払人件費の増減額（△は減少） 3,522 △315

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,821 △7,319

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,779 2,609

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,237 △1,229

受取利息及び受取配当金 △4,429 △5,677

支払利息 906 421

固定資産売却損益（△は益） △1,010 △571

固定資産除却損 3,053 455

有価証券評価損益（△は益） － 425

売上債権の増減額（△は増加） 9,981 17,094

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,264 4,814

その他の流動資産の増減額（△は増加） △751 △1,589

その他の固定資産の増減額（△は増加） 2,273 △40

仕入債務の増減額（△は減少） △55,929 △107,441

未払金の増減額（△は減少） △1,927 10,242

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,793 △46,086

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,328 △3,132

小計 532,530 281,719

利息及び配当金の受取額 5,018 5,690

利息の支払額 △906 △421

法人税等の支払額 △69,411 △138,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 467,231 148,479

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） △19 △19

有形固定資産の売却による収入 1,085 1,347

有形固定資産の取得による支出 △69,620 △345,764

無形固定資産の取得による支出 △2,800 －

投資有価証券の償還による収入 100,000 －

従業員に対する貸付けによる支出 △350 △860

従業員に対する貸付金の回収による収入 781 598

投資活動によるキャッシュ・フロー 29,077 △344,697

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △53,169 △37,282

配当金の支払額 △47,991 △47,953

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,160 △85,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 395,147 △281,454

現金及び現金同等物の期首残高 3,029,872 3,425,020

現金及び現金同等物の期末残高 3,425,020 3,143,566

（４）キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（持分法損益等）

前事業年度（自2019年４月１日　至2020年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

　該当事項はありません。

シート ケース ラベル その他 合計

　外部顧客への売上高 1,147,342 3,267,742 169,965 677,940 5,262,991

シート ケース ラベル その他 合計

　外部顧客への売上高 890,161 2,993,647 169,592 748,385 4,801,787

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、紙器梱包資材等の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　2019年４月１日  至　2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

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

  本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　損益計算書の売上高10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。

当事業年度（自　2020年４月１日  至　2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

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

  本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　損益計算書の売上高10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。
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【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】

　前事業年度（自　2019年４月１日  至　2020年３月31日）

　当社は、紙器梱包資材等の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　当事業年度（自　2020年４月１日  至　2021年３月31日）

　当社は、紙器梱包資材等の製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【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。

項目
前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

１株当たり純資産額 1,107円38銭 1,137円46銭

１株当たり当期純利益 31円96銭 34円04銭

前事業年度
　（自　2019年４月１日

　　　至　2020年３月31日）

当事業年度
　（自　2020年４月１日

　　　至　2021年３月31日）

当期純利益（千円） 153,802 163,800

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） 153,802 163,800

期中平均株式数（千株） 4,811 4,811

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　　　２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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品目別 数量 前期比（％）

シート （千㎡） 48,672 △11.4

ケース （千㎡） 31,961 △5.9

ラベル （千通） 39,929 ＋5.5

品目別 金額（千円） 前期比（％）

ケース 122,885 △2.2

附属品 3,756 △9.7

その他 269,615 ＋7.9

合計 396,257 ＋4.4

品目別 金額（千円） 前期比（％）

シート 890,161 △22.4

ケース 2,993,647 △8.4

ラベル 169,592 △0.2

その他 748,385 ＋10.4

合計 4,801,787 △8.8

４．その他

(1)生産、受注及び販売の状況

(イ）生産実績

　当事業年度の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

(ロ）製品仕入実績

　当事業年度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。

(ハ）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（または期末）における受注残高が少ないので「(ニ）販売実績」を受注と

みて大差ありません。

(ニ）販売実績

　当事業年度の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。
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