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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30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 ％

21年3月期第2四半期 6,175 ― 149 ― 160 ― 85 ―

20年3月期第2四半期 5,459 △2.0 123 △34.6 134 △30.8 68 △42.7

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2四半期 22.95 ―

20年3月期第2四半期 18.40 ―

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2四半期 7,605 3,070 40.4 824.76
20年3月期 7,414 3,041 41.0 811.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,070百万円 20年3月期  3,041百万円

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 ― 12.50 12.50
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.50 12.50

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21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 11,450 0.8 230 △8.7 240 △11.4 140 29.6 37.30

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、3ページ 定性的情報・財務諸表等 4．その他をご覧ください。  

(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） 

（注）詳細は、3ページ 定性的情報・財務諸表等 4．その他をご覧ください。  

(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 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） 21年3月期第2四半期  3,750,000株 20年3月期  3,750,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  27,346株 20年3月期  2,552株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  3,730,338株 20年3月期第2四半期  3,747,448株

※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内容で歴史的事実でないものは、現時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績等は主要市場の経済状況や為替相場の変動等の様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 
2. 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油、原材料価格の高騰が続く中、米国のサブプライムローン問題

に端を発した金融不安の影響がさらに拡大し、これらが企業収益の悪化や個人消費の低迷など国内景気にも大きな影

響を与えて、景気の減速感が強まっております。

　容器業界におきましては、原材料価格の高騰の影響が徐々に顕在化しており、商品の値上げを実施せざるを得ない

ような厳しい状況で推移いたしました。

　エレクトロニクス業界におきましては、景気の減速傾向に伴い、各社の設備投資動向への影響が懸念される状況と

なりつつあります。

　このような状況のなか当社は、収益基盤の強化拡充に向け、「マテリアルイノベーション」をテーマとして、新規

商材・マーケットの開拓への取り組みを積極的に進めております。容器部門においては、新規の取り組みとして、ガ

ロンボトル等を中心とした水関連商材に注力しておりますが、当第2四半期においては、焼津にウォーターサーバー等

のメンテナンスを行うサービスセンターを開設するなど、引き続き取り組みを強化しております。

　この結果、当第２四半期累計期間においては、これら水関連商材が好調に推移したことを中心に、エレクトロニク

ス関連部門においても携帯電話関連等の製造装置・設備類等が好調であったことなどから、売上高は6,175百万円（前

年同期比13.1％増）、営業利益は149百万円（同20.5％増）、経常利益は160百万円（同19.3％増）を計上し、四半期

純利益は85百万円（同24.2％増）となりました。

　部門別では、これらの要因に加え、両部門ともに安定した収益基盤を構成する既存商材が堅調に推移したことから、

容器部門は5,003百万円（前年同期比11.2％増）、エレクトロニクス関連部門は1,171百万円（同22.2％増）の売上高

となりました。

　（なお、前年同期比増減率については、適用する会計基準が異なるものとの比較となるため、参考情報として記載

しております。）

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２四半期末における総資産は7,605百万円と、前事業年度末に比べ190百万円増加いたしました。これは主に、

現金及び預金が158百万円、商品が25百万円増加したこと等によるものです。

　また、負債は4,535百万円と、前事業年度末に比べ162百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛

金が59百万円、未払法人税等が30百万円増加したこと等によるものです。

　純資産については3,070百万円と、前事業年度末に比べ28百万円増加いたしました。これは主に、剰余金の配当

46百万円に対し四半期純利益の計上85百万円があったこと等によるものです。この結果、自己資本比率は前事業年

度末の41.0％から40.4％となりました。

　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動の結果211百万円、投

資活動の結果6百万円の収入となりましたが、財務活動で59百万円を支出したことから、結果として資金は158百万

円増加して、1,568百万円となりました。

当第２四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は211百万円となりました。

　これは主に、売上債権が60百万円、たな卸資産が26百万円増加したこと等があったものの、税引前四半期純利益

で160百万円を計上したことに加え、仕入債務が110百万円増加したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は6百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出23百万円に対し、貸付金の回収13百万円、賃貸料収入11百万円、利

息及び配当金9百万円の収入があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は59百万円となりました。

　これは主に、配当金の支払額46百万円と自己株式の取得による支出9百万円によるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　業績の進捗状況につきましては、第2四半期までは当初見込みを上回り順調に推移しているものの、世界的な規模の

金融・株式市場の混乱や原材料価格の高騰の影響などから、景気後退懸念がますます強まるなど、今後の当社を取り

巻く外部環境は厳しさを増す状況が予想されます。よってこれらの要素を勘案した結果、通期の見通しにつきまして

は、平成20年5月15日付決算短信にて公表いたしました予想数値から変更はありません。

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

　経過勘定項目の算定方法及び繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法に簡便な会計処理を、税金費用の計算に

ついて四半期財務諸表の作成に特有の会計処理を適用しております。

（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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更について）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりました

が、第１四半期会計期間より「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、主として移動平均法による原価法（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）により算定しております。この変更に伴う当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,918,849 2,760,639

受取手形及び売掛金 2,867,862 2,906,401

商品 170,863 145,620

製品 7,276 4,955

原材料 225 564

その他 416,010 341,471

貸倒引当金 △12,121 △8,414

流動資産合計 6,368,966 6,151,237

固定資産   

有形固定資産 337,261 351,120

無形固定資産 28,032 30,656

投資その他の資産 871,686 881,974

固定資産合計 1,236,980 1,263,751

資産合計 7,605,946 7,414,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,399,554 3,340,296

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 77,593 46,753

賞与引当金 71,943 63,928

役員賞与引当金 5,550 10,825

その他 121,865 66,064

流動負債合計 4,096,507 3,947,868

固定負債   

退職給付引当金 131,244 128,406

役員退職慰労引当金 305,510 294,342

その他 2,400 2,400

固定負債合計 439,154 425,148

負債合計 4,535,661 4,373,016
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 334,430 334,430

資本剰余金 279,820 279,820

利益剰余金 2,518,667 2,479,903

自己株式 △11,082 △1,902

株主資本合計 3,121,835 3,092,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,535 △3,263

土地再評価差額金 △47,014 △47,014

評価・換算差額等合計 △51,550 △50,278

純資産合計 3,070,285 3,041,972

負債純資産合計 7,605,946 7,414,988
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,175,799

売上原価 5,415,576

売上総利益 760,222

販売費及び一般管理費 610,829

営業利益 149,392

営業外収益  

受取利息 4,641

受取配当金 4,356

受取賃貸料 11,022

その他 3,955

営業外収益合計 23,975

営業外費用  

支払利息 3,621

賃貸収入原価 4,953

その他 4,331

営業外費用合計 12,905

経常利益 160,462

特別損失  

固定資産除却損 34

特別損失合計 34

税引前四半期純利益 160,428

法人税、住民税及び事業税 74,820

四半期純利益 85,607
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30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 160,428

減価償却費 35,562

引当金の増減額（△は減少） 31,936

受取利息及び受取配当金 △8,997

支払利息 3,621

売上債権の増減額（△は増加） △60,560

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,453

仕入債務の増減額（△は減少） 110,071

その他 9,938

小計 255,547

法人税等の支払額 △44,181

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,365

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 △23,261

投資不動産の賃貸による収入 11,022

投資有価証券の取得による支出 △60

投資有価証券の売却による収入 1,505

貸付金の回収による収入 13,500

利息及び配当金の受取額 9,856

その他 △6,354

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,208

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 △9,179

配当金の支払額 △46,607

利息の支払額 △3,608

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,210

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,568,849
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  5,459,343 100.0

Ⅱ　売上原価  4,745,055 86.9

売上総利益  714,287 13.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  590,306 10.8

営業利益  123,981 2.3

Ⅳ　営業外収益  21,684 0.4

Ⅴ　営業外費用  11,124 0.2

経常利益  134,541 2.5

Ⅵ　特別利益  － －

Ⅶ　特別損失  3,300 0.1

税引前中間純利益  131,241 2.4

法人税、住民税及び事業税 65,983   

法人税等調整額 △3,693 62,290 1.1

中間純利益  68,950 1.3
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 131,241

減価償却費 46,400

有形固定資産除却損 2,124

長期前払費用償却額 574

賞与引当金の減少額 △2,035

役員賞与引当金の減少額 △6,450

退職給付引当金の減少額 △1,273

役員退職慰労引当金の増加額 19,526

貸倒引当金の増加額 522

受取利息及び受取配当金 △9,368

支払利息 3,183

保険積立解約損 1,175

その他営業外収益 △11,022

その他営業外費用 6,008

売上債権の増加額 △189,553

破産、再生、更生債権その他これらに準ずる債権の減少額 26

たな卸資産の増加額 △28,137

その他流動資産の増加額 △2,634

仕入債務の増加額 157,549

その他流動負債の減少額 △733

小計 117,124

法人税等の支払額 △59,192

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,931

Ⅱ　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 △200,000

定期預金の払戻による収入 500,000

利息及び配当金の受取額 9,035

有形固定資産の取得による支出 △47,800

賃貸原価に伴なう支出 △1,199

受取賃貸料収入 11,565

投資有価証券の取得による支出 △60

投資有価証券の売却による収入 400

関係会社株式の取得による支出 △59,000

その他投資活動による支出 △16,097

その他投資活動による収入 4,490

投資活動によるキャッシュ・フロー 201,334

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

利息の支払額 △3,290

配当金の支払額 △46,676

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,966

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 209,299

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,915,515

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 2,124,815

６．その他の情報

該当事項はありません。

－ 2 －
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