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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 2,302 ― 11 ― 35 ― 32 ―

20年3月期第1四半期 2,196 ― △11 ― 21 ― 11 ―

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

21年3月期第1四半期 2.78 ―

20年3月期第1四半期 1.03 ―

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

21年3月期第1四半期 12,014 2,747 20.2 209.91
20年3月期 11,068 2,692 21.4 205.25

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,430百万円 20年3月期  2,377百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 4,955 19.5 6 ― 46 ― 43 ― 3.71
通期 9,620 14.9 2 ― 67 ― 59 ― 5.09

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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
1.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仮定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、3ページ【定性的情報・財
務諸表】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  11,600,000株 20年3月期  11,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  19,661株 20年3月期  18,937株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  11,580,701株 20年3月期第1四半期  11,582,802株
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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 

 当第1四半期の国内経済は、農産物・エネルギー・金属資源の国際価格高騰による影響を受け、停

滞局面の中で推移いたしました。 

 このような中、当社グループの当第１四半期の販売実績は、前期より取組んでいる価格改定及び

18ℓ缶部門での業務提携の効果により、前年同四半期比106百万円、4.8％の増収になり、当期計画の

とおり推移しております。 

 商品別には、主力商品である18ℓ缶はＪＦＥコンテイナー株式会社との業務提携の進展により、前

年同四半期比91百万円、6.1％の増収、美術缶は同26百万円、4.2％の増収となりましたが、その他

の商品は同12百万円、17.7%の減収となっております。 

製品別の売上高                          (単位；百万円、％)

 売上総利益につきましては、価格改定についての取引先との合意が図れ、原価の上昇ペースにキ

ャッチアップしつつあることにより前年同四半期比44百万円増加いたしました。 

 営業損益につきましては、前年同四半期比は11百万円の営業損失を計上致しましたが、輸送費の

増加等による販売管理費の増加はありましたが、売上総利益の改善により11百万円の営業利益とな

り、前年同四半期比23百万円改善しました。 

 引続き生産効率の改善を行うとともにお取引先の価格改訂へのご理解を得て、当初計画を達成し

てまいる予定であります。 

 経常利益につきましては、受取配当金の減少4百万円等により営業外収益が前年同四半期比9百万

円減少しましたが、35百万円の経常利益となり前年同四半期比13百万円の増益となりました。 

 この結果、当第１四半期につきましては、特別損失にゴルフ会員権評価損3百万円等を計上致しま

したが、32百万円の純利益となり、前年同四半期比20百万円の増益となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)総資産は12,014百万円となり、前年同四半期末対比481百万円の減少、前期末対比945百万円の増

加となりました。 

 当四半期における主な増減要因(前期末対比)は、以下のとおりであります。 

①流動資産は、現金及び預金の増加273百万円、売上の増加に伴う売上債権の増加236百万円等に

より、776百万円の増加となりました。 

②固定資産は、「リース取引に関する会計基準」の適用に伴うリース資産の増加116百万円、時

価の上昇等による投資有価証券の増加98百万円等の要因で169百万円増加しました。 

  前年同四半期 
21年3月期売上計画額

当四半期 当  期 （参考） 

20年3月期 21年3月期 進  捗 前期 

第１四半期 （20．4～21．3） 第１四半期 状  況 20年3月期 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比   金額 構成比 

18Ｌ缶 1,487 67.8 6,640 69.0 1,578 68.6 23.8 5,878 70.2 

美術缶 640 29.1 2,430 25.3 667 29.0 27.4 2,278 27.2 

その他 68 3.1 550 5.7 57 2.4 10.4 218 2.6 

合計 2,196 100.0 9,620 100.0 2,302 100.0 23.9 8,375 100.0 
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(2)負債合計は9,266百万円となり、前年同四半期末対比472百万円の増加、前期末対比890百万円の

増加となりました。 

 当四半期における主な増減要因(前期末対比)は、以下のとおりであります。 

①流動負債は、売上の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加477百万円、機械設備の受注に伴う

前受金の増加57百万円、「リース取引に関する会計基準」の適用に伴うリース債務の増加54百万

円等により、701百万円の増加となりました。 

②固定負債は、有利子負債（社債及び長期期借入金）の増加123百万円、「リース取引に関する

会計基準」の適用に伴うリース債務の増加61百万円等の要因で188百万円増加しました。 

(3)純資産合計は2,747百万円となり、前年同四半期末対比954百万円の減少、前期末対比55百万円の

増加となりました。 

 当四半期における主な増加要因(前期末対比)は、四半期純利益32百万円、投資有価証券の時価上

昇によるその他投資有価証券評価差額金の増加56百万円であり、減少要因は配当金の支払34百万円

であります。 

(3)キャッシュ・フローの状況 

 当四半期末における現金及び現金同等物の残高は1,274百万円となり、前期末対比273百万円の増

加となりました。 

 当四半期における主な増減要因(前期末対比)は、以下のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フローは293百万円の収入となりましたが、主なプラス要因は、税

金等調整前四半期純利益31百万円、減価償却費127百万円、仕入債務の増加477百万円等であり、

主なマイナス要因は、売上債権の増加236百万円、たな卸資産の増加127百万円等であります。 

②投資活動によるキャッシュ・フローは136百万円の支出となりましたが、主なマイナス要因は、

有形固定資産の取得による支出120百万円であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フローは116百万円の収入となりましたが、主なプラス要因は、有

利子負債（社債及び長期期借入金）の増加によるよる収入151百万円であり、主なマイナス要因は

配当金の支払34百万円であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日 ～ 平成21年３月31日）については、第1四

半期の営業利益が第２四半期及び通期の営業利益予想を上回っておりますが、引続き原材料価格等

の急騰が続いており、第1四半期終了時点での見直しはおこなっておりませんので、その修正はあり

ません。 

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） 

 該当事項はありません 

（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 

 該当事項はありません 

（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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

1.「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており

ます。 
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2.「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、親会社は先入先出法による原価

法、連結子会社は最終仕入原価法によっておりましたが、当第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）が適用さ

れたことに伴い、親会社は先入先出法による原価法(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）、連結子会社は最終仕入原価法（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）により算定しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ5百万円減少

しております。 

3.「リース取引に関する会計基準」の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「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））及び「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））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこ

とに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっておりますが、以下の通り簡便法を採用しております。 

 また、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の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 リース開始日が平成20年3月末以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

未経過リース料期末残高相当額を取得価額とし、期首に取得したものとしてリース資産(有形

固定資産および無形固定資産)に計上しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益の増減はありません。 

・表示方法の変更 

（連結貸借対照表） 

 前連結会計年度末に係る要約連結貸借対照表に、有形固定資産の「建物及び構築物」「土

地」「その他」に表示しておりました賃貸に供している有形固定資産は、金額的重要性が増

したため、当第1四半期連結会計期間末において、投資その他の資産の「賃貸用不動産」と区

分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度末の有形固定資産の各科目に表示した「賃貸用不動産」は以下のと

おりであります。 

                    （千円） 

  取得価格 減価償却累計額 純額 

建物及び構築物 1,423,419 502,642 920,777

 土地 248,511 － 248,511

 その他 1,275 845 429

 計 1,673,205 503,487 1,169,717
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,274,226 1,000,910

受取手形及び売掛金 3,051,632 2,814,979

製品 90,691 89,051

原材料 200,707 101,591

仕掛品 396,081 369,429

貯蔵品 16,161 15,669

前渡金 340,299 207,313

繰延税金資産 16,028 16,028

その他 29,296 23,401

貸倒引当金 △17,489 △17,316

流動資産合計 5,397,635 4,621,059

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,228,796 6,638,925

減価償却累計額 △2,802,637 △3,268,451

建物及び構築物（純額） 2,426,158 3,370,473

機械装置及び運搬具 6,334,823 6,299,444

減価償却累計額 △5,392,014 △5,336,400

機械装置及び運搬具（純額） 942,808 963,044

土地 248,511 305,493

リース資産 107,216  

減価償却累計額 △16,801  

リース資産（純額） 90,414  

建設仮勘定 81,877 54,280

その他 388,894 387,602

減価償却累計額 △355,598 △355,157

その他（純額） 33,296 32,445

有形固定資産合計 3,823,066 4,725,736

無形固定資産   

のれん 43,696 58,261

リース資産 25,666  

その他 7,828 8,631

無形固定資産合計 77,191 66,893

投資その他の資産   

投資有価証券 1,710,226 1,611,438

賃貸不動産 1,481,676  

減価償却累計額 △514,790  

賃貸不動産（純額） 966,886  

長期貸付金 3,838 4,231

繰延税金資産 19,811 19,111

その他 17,076 21,692

貸倒引当金 △1,522 △1,702

投資その他の資産合計 2,716,315 1,654,771

固定資産合計 6,616,574 6,447,401

資産合計 12,014,209 11,068,460
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,846,059 2,368,865

前受金 133,220 75,490

短期借入金 1,766,000 1,740,000

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

1年内返済予定の長期借入金 887,000 885,000

リース債務 54,363  

未払法人税等 7,971 14,744

賞与引当金 107,156 62,904

その他 330,150 283,256

流動負債合計 6,191,922 5,490,260

固定負債   

社債 150,000 180,000

長期借入金 1,730,000 1,577,000

リース債務 61,717  

繰延税金負債 671,918 632,013

退職給付引当金 110,862 110,407

役員退職慰労引当金 94,572 114,053

その他 255,402 272,319

固定負債合計 3,074,473 2,885,792

負債合計 9,266,395 8,376,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,000 630,000

資本剰余金 136,773 136,773

利益剰余金 1,078,047 1,080,577

自己株式 △3,110 △3,035

株主資本合計 1,841,710 1,844,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 589,104 532,699

評価・換算差額等合計 589,104 532,699

少数株主持分 316,998 315,391

純資産合計 2,747,813 2,692,406

負債純資産合計 12,014,209 11,068,460
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,302,795

売上原価 1,966,553

売上総利益 336,242

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 99,463

従業員給料及び手当 57,578

役員報酬 30,870

支払手数料 26,058

減価償却費 9,965

役員退職慰労引当金繰入額 8,525

賞与引当金繰入額 9,679

のれん償却額 14,565

その他 67,953

販売費及び一般管理費合計 324,661

営業利益 11,581

営業外収益  

受取利息 390

受取配当金 19,125

不動産賃貸料 48,944

その他 3,621

営業外収益合計 72,081

営業外費用  

支払利息 23,675

手形売却損 1,865

不動産賃貸費用 22,600

その他 466

営業外費用合計 48,606

経常利益 35,056

特別利益  

貸倒引当金戻入額 880

特別利益合計 880

特別損失  

ゴルフ会員権評価損 3,650

その他 869

特別損失合計 4,519

税金等調整前四半期純利益 31,416

少数株主利益 △796

四半期純利益 32,213
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 31,416

減価償却費 127,357

のれん償却額 14,565

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7

受取利息及び受取配当金 △19,515

支払利息 23,676

ゴルフ会員権評価損 3,650

売上債権の増減額（△は増加） △236,654

たな卸資産の増減額（△は増加） △127,899

仕入債務の増減額（△は減少） 477,194

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,253

退職給付引当金の増減額（△は減少） 456

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,481

その他の流動資産の増減額（△は増加） 122,731

その他の流動負債の増減額（△は減少） △139,221

小計 302,521

利息及び配当金の受取額 19,515

利息の支払額 △24,479

法人税等の支払額 △4,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 293,502

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △120,036

投資有価証券の取得による支出 △773

貸付金の回収による収入 393

その他の支出 △17,186

その他の収入 1,235

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,367

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 46,000

短期借入金の返済による支出 △20,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △245,000

社債の償還による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △76

配当金の支払額 △34,743

財務活動によるキャッシュ・フロー 116,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 273,316

現金及び現金同等物の期首残高 1,000,910

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,274,226
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 

（平成20年3月期第1四半期）

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,196,785 

Ⅱ 売上原価 1,904,843 

売上総利益 291,941 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費 289,272 

のれん償却額 14,565 

販売費及び一般管理費合計 303,838 

営業損失 △11,896 

Ⅳ 営業外収益   

受取利息 324 

受取配当金 23,148 

不動産賃貸料 47,940 

その他の営業外収入 9,820 

営業外収益計 81,234 

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 23,456 

手形売却損 2,198 

減価償却費 11,746 

その他の営業外費用 10,502 

営業外費用計 47,904 

経常利益 21,433 

Ⅵ 特別利益   

投資有価証券売却益 89,200 

特別利益計 89,200 

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損 78,617 

特別損失計 78,617 

税金等調整前四半期純利益 32,016 

税金費用 19,054 

少数株主利益 1,047 

四半期純利益 11,914 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（３）セグメント情報 

 当社グループは金属缶の製造メーカーとして、18ℓ缶及び美術缶の製造、販売の単一事業を

行っており、当該事業以外に事業の種類はないこと、及び本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないこと、により事業の種類別ならびに所在地別セグメント情

報の記載を省略いたします。 

(注)「18ℓ缶」は主に業務用の容器で製造事業者向け納入が大半であり、一方「美術缶」は外面に美麗な金属

印刷を施した缶で、主に食品等の消費者向け商品が充填される容器を称しております。 

 
前年同四半期 

（平成20年3月期第1四半期） 
区分 金額（千円） 

Ⅰ 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 32,016 
減価償却費 96,786 
のれん償却額 14,566 
有形固定資産除却損 78,617 
投資有価証券売却益 △89,200 
貸倒引当金の増減額(△は減少) 93 
受取利息及び受取配当金 △23,473 
支払利息 25,655 
売上債権の増減額(△は増加) △68,642 
たな卸資産の増減額(△は増加) 19,551 
その他の流動資産の増減額(△は増加) 13,168 
預り金の増減額(△は減少) △16,134 
仕入債務の増減額(△は減少) 25,281 
未払金の増減額(△は減少) 30,551 
未払事業所税の増減額(△は減少) △22,155 
未払消費税の増減額(△は減少) 5,633 
未払費用の増減額(△は減少) 10,496 
その他の流動負債の増減額(△は減少) △18,881 
退職給付引当金の増減額(△は減少) △13,416 
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △205,995 
賞与引当金の増減額(△は減少) 45,659 

小計 △59,824 
利息及び配当金の受取額 23,473 
利息の支払額 △28,111 
法人税等の支払額 △6,592 
営業活動によるキャッシュ・フロー △71,054 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の取得による支出 △12,526 
投資有価証券の取得による支出 △1,097 
投資有価証券の売却による収入 111,459 
長期貸付金の貸付による支出 △2,270 
長期貸付金の回収による収入 893 
その他の投資による支出 △465 
投資活動によるキャッシュ・フロー 95,994 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入による収入 48,000 
短期借入金の返済による支出 △26,000 
社債の償還による支出 △30,000 
長期借入による収入 300,000 
長期借入金の返済による支出 △267,000 
自己株式の取得による支出 △72 
配当金の支払額 △34,754 
財務活動によるキャッシュ・フロー △9,826 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 15,114 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,317,206 
Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,332,320 
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