
３．財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年７月31日) 

当事業年度 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,523,639 1,911,323

受取手形 130,352 235,418

売掛金 908,376 757,040

仕掛品 437,215 378,706

原材料及び貯蔵品 384,023 295,024

前渡金 － 9,316

前払費用 7,225 12,496

繰延税金資産 34,333 49,631

未収入金 ※1  161,055 ※1  107,539

その他 938 1,396

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 3,587,152 3,757,888

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,132,404 1,127,070

減価償却累計額 △621,952 △641,940

建物（純額） 510,451 485,129

構築物 34,239 34,239

減価償却累計額 △20,445 △21,337

構築物（純額） 13,794 12,902

機械及び装置 50,753 51,476

減価償却累計額 △46,233 △46,609

機械及び装置（純額） 4,520 4,867

車両運搬具 109 569

減価償却累計額 △108 △128

車両運搬具（純額） 0 440

工具、器具及び備品 71,134 73,990

減価償却累計額 △63,780 △67,921

工具、器具及び備品（純額） 7,354 6,068

土地 280,603 298,125

有形固定資産合計 816,724 807,534

無形固定資産   

ソフトウエア 9,727 5,974

その他 1,637 1,623

無形固定資産合計 11,365 7,597

投資その他の資産   

投資有価証券 19,766 39,873

出資金 10 10

長期前払費用 1,917 1,629

繰延税金資産 33,564 31,884

その他 17,914 14,914

投資その他の資産合計 73,172 88,311

固定資産合計 901,262 903,443

資産合計 4,488,414 4,661,332
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年７月31日) 

当事業年度 
(平成25年７月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 105,111 289,682

買掛金 1,075,297 971,045

未払金 28,702 27,764

未払費用 41,935 56,292

未払法人税等 2,006 57,385

未払消費税等 － 22,816

前受金 84,099 4,091

預り金 13,059 18,735

従業員預り金 209,198 219,023

役員賞与引当金 － 7,900

製品保証引当金 11,170 19,354

その他 3,299 8,601

流動負債合計 1,573,882 1,702,692

固定負債   

退職給付引当金 37,165 37,891

役員退職慰労引当金 46,700 54,300

固定負債合計 83,865 92,191

負債合計 1,657,748 1,794,884

純資産の部   

株主資本   

資本金 251,577 251,577

資本剰余金   

資本準備金 282,269 282,269

資本剰余金合計 282,269 282,269

利益剰余金   

利益準備金 11,000 11,000

その他利益剰余金   

別途積立金 2,000,000 2,000,000

繰越利益剰余金 304,090 333,378

利益剰余金合計 2,315,090 2,344,378

自己株式 △23,266 △19,825

株主資本合計 2,825,670 2,858,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,457 8,049

評価・換算差額等合計 3,457 8,049

新株予約権 1,539 －

純資産合計 2,830,666 2,866,448

負債純資産合計 4,488,414 4,661,332
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 3,687,519 4,513,025

売上原価   

当期製品製造原価 2,750,689 3,426,880

製品売上原価 ※1  2,750,689 ※1  3,426,880

売上総利益 936,830 1,086,144

販売費及び一般管理費   

役員報酬 71,310 65,550

給料及び手当 265,881 292,955

役員賞与引当金繰入額 － 7,900

退職給付費用 21,483 22,046

役員退職慰労引当金繰入額 9,400 7,600

法定福利費 36,354 43,746

株式報酬費用 855 －

広告宣伝費 31,509 23,060

旅費及び交通費 71,086 78,038

減価償却費 15,130 13,864

開発関連費 55,100 80,678

業務委託費 74,456 57,829

販売促進費 51,999 34,217

製品保証費 53,402 73,710

製品保証引当金繰入額 11,170 19,354

その他 128,262 147,800

販売費及び一般管理費合計 ※2  897,403 ※2  968,354

営業利益 39,426 117,790

営業外収益   

受取利息 1,564 653

受取配当金 833 964

仕入割引 673 1,187

為替差益 － 13,129

資産受贈益 960 －

その他 4,029 4,471

営業外収益合計 8,060 20,405

営業外費用   

支払利息 2,071 2,161

為替差損 2,450 －

その他 14,768 243

営業外費用合計 19,290 2,405

経常利益 28,196 135,790

特別損失   

固定資産除却損 ※3  38 ※3  64

特別損失合計 38 64

税引前当期純利益 28,157 135,725

法人税、住民税及び事業税 10,976 60,085

法人税等調整額 9,381 △16,083

法人税等合計 20,358 44,001

当期純利益 7,799 91,724
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年７月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 251,577 251,577

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 251,577 251,577

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 282,269 282,269

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 282,269 282,269

その他資本剰余金   

当期首残高 － －

当期変動額   

自己株式の処分 △818 △333

利益剰余金から資本剰余金への振替 818 333

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

当期首残高 282,269 282,269

当期変動額   

自己株式の処分 △818 △333

利益剰余金から資本剰余金への振替 818 333

当期変動額合計 － －

当期末残高 282,269 282,269

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 11,000 11,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,000 11,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 2,000,000 2,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,000,000 2,000,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 367,550 304,090

当期変動額   

剰余金の配当 △70,442 △62,102

当期純利益 7,799 91,724

利益剰余金から資本剰余金への振替 △818 △333

当期変動額合計 △63,460 29,288

当期末残高 304,090 333,378
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年７月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 2,378,550 2,315,090

当期変動額   

剰余金の配当 △70,442 △62,102

当期純利益 7,799 91,724

利益剰余金から資本剰余金への振替 △818 △333

当期変動額合計 △63,460 29,288

当期末残高 2,315,090 2,344,378

自己株式   

当期首残高 △43,016 △23,266

当期変動額   

自己株式の取得 △207 △103

自己株式の処分 19,957 3,544

当期変動額合計 19,749 3,440

当期末残高 △23,266 △19,825

株主資本合計   

当期首残高 2,869,380 2,825,670

当期変動額   

剰余金の配当 △70,442 △62,102

当期純利益 7,799 91,724

自己株式の取得 △207 △103

自己株式の処分 19,139 3,211

当期変動額合計 △43,710 32,728

当期末残高 2,825,670 2,858,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 3,572 3,457

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114 4,591

当期変動額合計 △114 4,591

当期末残高 3,457 8,049

評価・換算差額等合計   

当期首残高 3,572 3,457

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114 4,591

当期変動額合計 △114 4,591

当期末残高 3,457 8,049

新株予約権   

当期首残高 7,692 1,539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,153 △1,539

当期変動額合計 △6,153 △1,539

当期末残高 1,539 －
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年７月31日) 

純資産合計   

当期首残高 2,880,645 2,830,666

当期変動額   

剰余金の配当 △70,442 △62,102

当期純利益 7,799 91,724

自己株式の取得 △207 △103

自己株式の処分 19,139 3,211

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,268 3,052

当期変動額合計 △49,979 35,781

当期末残高 2,830,666 2,866,448
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年７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 28,157 135,725

減価償却費 46,794 40,475

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,500 7,900

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,400 7,600

受取利息及び受取配当金 △2,397 △1,617

支払利息 2,071 2,161

売上債権の増減額（△は増加） 122,844 46,269

たな卸資産の増減額（△は増加） △157,879 147,507

未収入金の増減額（△は増加） 40,546 22,337

仕入債務の増減額（△は減少） △46,550 80,318

前受金の増減額（△は減少） 45,589 △80,007

その他 △21,612 42,293

小計 56,464 450,963

利息及び配当金の受取額 2,448 1,724

利息の支払額 △2,071 △2,161

法人税等の支払額 △87,460 △5,976

法人税等の還付額 － 29,586

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,618 474,135

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 △236,566 △236,775

定期預金の払戻による収入 272,454 200,678

投資有価証券の取得による支出 － △13,049

有形固定資産の取得による支出 △2,242 △27,782

無形固定資産の取得による支出 △972 －

その他 △1,266 △1,051

投資活動によるキャッシュ・フロー 31,408 △77,979

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 △207 △103

配当金の支払額 △71,030 △62,072

ストックオプションの行使による収入 11,528 1,672

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,709 △60,504

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,450 12,935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,369 348,588

現金及び現金同等物の期首残高 1,484,697 1,423,328

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,423,328 ※1  1,771,916
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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。 

 

（重要な会計方針） 

①有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

    決算期末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たな卸資産の評価基準及び評価方法 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっ

ております。 

(1)仕掛品                       

個別原価法 

(2)原材料                       

移動平均法 

(3)貯蔵品                       

終仕入原価法 

 

③固定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) 

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法）

によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

 建物・・・８～47年 

 

(2)リース資産 

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、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年７月31日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

④外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末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。 

ゼネラルパッカー株式会社（6267）平成25年７月期　決算短信（非連結）

- 17 -



 

 

⑤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

の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)役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う金額を

計上しております。  

(3)製品保証引当金 

製品の無償保証期間に係るアフターサービス費用の支出に備えるため、売上高に対する過去の実

績率を基準とした見積額を計上しております。 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、事業年度末退職給付債務を計上しております。なお、退職給付

債務の算定は簡便法によっており、退職給付債務の金額は事業年度末自己都合要支給額（中小企業

退職金共済制度により支給される部分を除く）としております。 

(5)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。 

 

⑥キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払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ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する短期投資からなっております。 

 

⑦その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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） 
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年８月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 
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（表示方法の変更） 

（損益計算書関係） 

 前事業年度において、区分掲記しておりました「販売費及び一般管理費」の「保険料」は、金額的重

要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更

を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 

 この結果、前事業年度の損益計算書において、「販売費及び一般管理費」の「保険料」に表示してい

た7,594千円は、「その他」として組み替えております。 

 

 前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外収益」の「助成金収入」は、営業外収益の総

額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法

の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 

 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「助成金収入」に表示していた1,661

千円は、「その他」として組み替えております。 

 

前事業年度において、区分掲記しておりました「営業外費用」の「支払補償費」は、営業外費用の総

額の100分の10以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法

の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。 

 この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「支払補償費」に表示していた14,688

千円は、「その他」として組み替えております。 

 

 (貸借対照表関係) 

※１ ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 

  
前事業年度 

(平成24年７月31日) 

当事業年度 

(平成25年７月31日) 

未収入金 123,747千円 107,316千円

 

(損益計算書関係) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれて

おります。 

  

前事業年度 

(自  平成23年８月１日 

  至  平成24年７月31日) 

当事業年度 

(自  平成24年８月１日 

  至  平成25年７月31日) 

売上原価 22,581千円 6,670千円

 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。なお、当期製造費用に含まれる研究開発費は

ありません。 

  

前事業年度 

(自  平成23年８月１日 

  至  平成24年７月31日) 

当事業年度 

(自  平成24年８月１日 

  至  平成25年７月31日) 

一般管理費 163,773千円 213,847千円
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※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

  

前事業年度 

(自  平成23年８月１日 

  至  平成24年７月31日) 

当事業年度 

(自  平成24年８月１日 

  至  平成25年７月31日) 

建物 38 千円 64千円

工具、器具及び備品 －千円           0千円

 

(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成23年８月１日 至 平成24年７月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 8,994,000 ――― ――― 8,994,000 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 230,707 1,026       107,000 124,733 

(注) 当事業年度の増減の概要 

     単元未満株式の買取による増加            1,026株 

     ストック・オプションの権利行使による減少    107,000株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当事業年度

末残高 

(千円) 
当事業年度

期首 

当事業年度

増加 

当事業年度

減少 

当事業年度

末 

提出会社 
ストック・オプション

としての新株予約権 
― ― ― ― ― 1,539

合計 ― ― ― ― ― 1,539

 

４ 配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成23年10月25日 

定時株主総会 
普通株式      39,434         4.50 平成23年７月31日 平成23年10月26日

平成24年３月６日 

取締役会 
普通株式      31,007         3.50 平成24年１月31日 平成24年４月６日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（千円） 

1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成24年10月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金     31,042     3.50 平成24年７月31日 平成24年10月26日
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当事業年度(自 平成24年８月１日 至 平成25年７月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 8,994,000 ――― ――― 8,994,000 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 124,733 390       19,000 106,123 

(注) 当事業年度の増減の概要 

     単元未満株式の買取による増加             390株 

     ストック・オプションの権利行使による減少    19,000株 

 

３ 配当に関する事項 

 （1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

1株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成24年10月25日 

定時株主総会 
普通株式      31,042         3.50 平成24年７月31日 平成24年10月26日

平成25年３月５日 

取締役会 
普通株式      31,059         3.50 平成25年１月31日 平成25年４月５日

 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議予定 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額

（千円） 

1株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成25年10月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金     31,107     3.50 平成25年７月31日 平成25年10月28日

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、以下のとおりでありま

す。 

  

前事業年度 

(自  平成23年８月１日 

 至  平成24年７月31日) 

当事業年度 

(自  平成24年８月１日 

 至  平成25年７月31日) 

現金及び預金勘定 1,523,639千円 1,911,323千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △100,311千円 △139,407千円

現金及び現金同等物 1,423,328千円 1,771,916千円

 

（セグメント情報等） 

当社は、自動包装機械製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(持分法損益等) 

当社には関連会社がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

項目 

前事業年度 

(自  平成23年８月１日 

 至  平成24年７月31日) 

当事業年度 

(自  平成24年８月１日 

 至  平成25年７月31日) 

１株当たり純資産額 318.98円 322.51円

１株当たり当期純利益金額 0.88円 10.34円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 0.88円 10.33円

（注） 算定上の基礎は、以下のとおりです。 

   １   １株当たり純資産額 

項目 
前事業年度 

(平成24年７月31日) 

当事業年度 

(平成25年７月31日) 

純資産の部の合計額(千円)                  2,830,666 2,866,448

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 1,539 ―

 (うち新株予約権(千円)) (1,539) ―

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 2,829,127 2,866,448

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) 
8,869,267 8,887,877

 

２   １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

項目 

前事業年度 

(自  平成23年８月１日 

 至  平成24年７月31日) 

当事業年度 

(自  平成24年８月１日 

 至  平成25年７月31日) 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益(千円) 7,799 91,724

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株主に係る当期純利益(千円) 7,799 91,724

普通株式の期中平均株式数(株) 8,822,682 8,872,631

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) 34,618 10,110

(うち新株予約権(株))                   (34,618)                   (10,110)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要
― ―

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

 (開示の省略) 

リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプショ

ン等関係、税効果会計関係、企業結合等関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係、関連当事者情報に関する

注記事項につきましては、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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