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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 7,403 ― 83 ― 117 ― 106 ―

20年3月期第3四半期 6,337 2.3 △206 ― △145 ― △257 ―

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3四半期 9.24 ―

20年3月期第3四半期 △22.25 ―

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3四半期 11,442 2,614 20.0 198.04
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3四半期  2,293百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,900 18.2 60 ― 105 ― 65 ― 5.60

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  有  

(注)詳細は4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) 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4ページ 「定性的情報・財務諸表等 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およ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3四半期  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3四半期  20,951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3四半期  11,580,056株 20年3月期第3四半期  11,583,165株



（１）販売の状況 

 当第３四半期(９ケ月）の国内経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題が懸念される中での農産物・エネルギ

ー・金属資源の国際価格の高騰による影響により、前年度の緩やかな成長局面から停滞局面へと移行する中で始りま

したが、10月以降は国際的な金融不安が現実のものとなり、国際的金融危機が実体経済に急激かつ深刻な打撃を与え

つつあるという厳しい状況で推移いたしました。 

 このような中、当社グループの当第３四半期(９ケ月)の販売実績は、前期より取組んでいる価格改定・18L缶部門

での業務提携の効果に加え、大口の製缶設備の納入が完了したことにより、 百万円（前年同期比 百万円、

%の増収）となりました。 

 製品別には、主力製品である18L缶は前年同四半期(９ケ月)比 百万円、 %の増収、美術缶は同 百万円、

%の増収、その他は同 百万円、 %の増収となっております。 

 製品別売上高推移                       (単位;百万円、%)  

（２）損益の状況 

 当第３四半期(９ケ月)の売上総利益につきましては、株式市場低迷の影響によって退職給付信託の時価が低下した

ことによる退職給付引当金の不足額 百万円を一括で繰入した要因がありましたが、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、大口の製缶設備の納入が完了したこと、生産効率の

改善に努めたこと等により、 百万円（前年同四半期比 百万円、同 %の増加)となりました。 

 販売費及び一般管理費につきましては、配送の効率化による運賃及び荷造費の削減、業務効率の改善による人件費

の削減等に努めました結果、 百万円となり、前年同四半期比 百万円の減少となりました。 

 この結果、当第３四半期(９ケ月)の営業利益は 百万円となり、前年同四半期比 百万円改善しました。 

 経常利益につきましては、営業外収益が前年同四半期比 百万円減少、営業外費用が 百万円増加しましたが、

百万円となり、前年同四半期比 百万円改善しました。 

 税金等調整前四半期純利益は、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、 百万円となり、

前年同四半期比 百万円の改善となりました。 

 以上の結果、当第３四半期(９ケ月）につきましては、前年同四半期に計上した繰延税金資産の取り崩しに伴う税

金費用の計上がないことにより純利益は 百万円となり、前年同四半期比 百万円の改善となりました。 

  

（１）総資産は 百万円となり、前期末対比 百万円の増加となりました。 

 当第３四半期(９ケ月)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、以下の要因で 百万円の増加となりました。 

 主な増加要因は、現金及び預金の増加 百万円、売上高の増加等に伴う受取手形及び売掛金の増加 百万円、原

材料価格の上昇等によるたな卸資産の増加 百万円等であり、主な減少要因は、大口の機械設備の販売が完了した

ことによる前渡金の減少 百万円等であります。 

②固定資産は、有形固定資産の減少 百万円、無形固定資産の減少 百万円、投資その他の資産の増加 百万円に

より 百万円の減少となりました。各資産の増減内容は以下のとおりとなっております。 

・有形固定資産の主な増加要因は設備の取得による増加 百万円、「リース取引に関する会計基準」の適用に伴う

リース資産の増加 百万円等であり、主な減少要因は、前年度まで有形固定資産の「建物及び構築物」「土地」「そ

の他」に計上していた賃貸用の資産を投資その他の資産に「賃貸不動産」として計上したことによる減少 百万円

(期末金額)と減価償却による減少等であります。 

・無形固定資産の主な増加要因は「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 百万円等であ

り、主な減少要因はのれんの償却による減少 百万円等であります。 

・投資その他の資産の主な増加要因は、前述の「賃貸不動産」の計上による増加 百万円(期末金額)等であり、主

な減少要因は、保有株式の時価下落等による投資有価証券の減少 百万円等であります。 

・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 

7,403 1,066

16.8

426 9.5 218

12.7 422 263.8

  
前年同四半期 当第３四半期(９ケ月) 前年同期比 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

18Ｌ缶   4,454  70.3  4,880  65.9  426  9.5

美術缶   1,723  27.2  1,941  26.2  218  12.7

その他   160  2.5  582  7.9  422  263.8

計   6,337  100.0  7,403  100.0  1,066  16.8
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２．連結財政状態に関する定性的情報 
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（２）負債合計は 百万円となり、前期末対比 百万円の増加となりました。 

 当第３四半期(９ケ月)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、以下の要因により、 百万円の増加となりました。 

 主な増加要因は、仕入の増加に伴う支払手形及び買掛金の増加 百万円、短期有利子負債(短期借入金・１年以内

返済予定長期借入金)の増加 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 百万円等

であり、減少要因は大口の設備の販売が完了したことによる前受金の減少 百万円等であります。 

②固定負債は、以下の要因により、 百万円の減少となりました。 

 主な増加要因は、「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 百万円、退職給付引当金の増

加 百万円等であり、主な減少要因は、その他の負債の減少 百万円、投資有価証券の時価下落に伴う繰延税金負債

の減少 百万円等の要因であります。 

（３）純資産合計は 百万円となり、前期末対比 百万円の減少となりました。 

 当第３四半期(９ケ月)における主な増加要因は、四半期純利益 百万円、少数株主持分の増加 百万円であり、減

少要因は投資有価証券の時価下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少 百万円、配当金の支払 百万円等であ

ります。 

（４）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は 百万円となり、前期末対比 百万円の増加となりまし

た。 

 当第３四半期(９ケ月)における主な増減要因は、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 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 百万円、減価償却費 百万円、仕入債務の増加 百万円、前渡金の減少 百万(その他の流動資産の増

減額に計上)等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加 百万円、たな卸資産の増加 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 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 百万円、投資有価証券の取得による支出 百万円、長期預り金の返還による支出 百万円(その他の

支出に計上)等であります。 

③財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入となりましたが、主なプラス要因は、長短有利子負債の増加

百万円であり、主なマイナス要因は配当金の支払 百万円等であります。 

  

8,828 452

525

423

122 35

75

73

55

31 43

102

2,614 77

106 6

155 34

1,086 85

427

115 391 423 206

472 239

415

316 57 50

73

108 34

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３四半期の営業利益

が通期の営業利益予想を上回っておりますが、平成20年10月以降の急激な景気の悪化の影響が第4四半期の収益に影

響を与える可能性が発生しており、第3四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。  
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該当事項はありません。 

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、

法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

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） 

（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 

（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 

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。 

  したがいまして、当四半期と前年同四半期では会計基準が異なっており、前年同四半期の金額(同増減率)は

参考として記載しております。  

2.たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、従前の評価

方法と対比してそれぞれ  千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。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。 

 リース取引開始日が平成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。 

4.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３四半期連結会計期

間末において、投資その他の資産に「賃貸不動産」として掲記しております。 

 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「賃貸不動産」は以下のとおりであります。 

                              (単位:千円) 

4,514

  取得価額 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  56,982 －   56,982

 その他  1,275  845  429

 計  1,481,676  503,487  978,189
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,086,815 1,000,910

受取手形及び売掛金 3,287,260 2,814,979

製品 91,525 89,051

原材料及び貯蔵品 247,430 117,261

仕掛品 475,976 369,429

前渡金 1,000 207,313

繰延税金資産 16,028 16,028

その他 50,728 23,401

貸倒引当金 △19,050 △17,316

流動資産合計 5,237,714 4,621,059

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,229,350 6,638,925

減価償却累計額 △2,870,657 △3,268,451

建物及び構築物（純額） 2,358,693 3,370,473

機械装置及び運搬具 6,363,197 6,299,444

減価償却累計額 △5,402,340 △5,336,400

機械装置及び運搬具（純額） 960,856 963,044

土地 248,511 305,493

リース資産 78,126 －

減価償却累計額 △5,023 －

リース資産（純額） 73,102 －

建設仮勘定 82,991 54,280

その他 389,195 387,602

減価償却累計額 △358,340 △355,157

その他（純額） 30,854 32,445

有形固定資産合計 3,755,009 4,725,736

無形固定資産   

のれん 14,565 58,261

リース資産 17,869 －

その他 19,016 8,631

無形固定資産合計 51,451 66,893

投資その他の資産   

投資有価証券 1,408,193 1,611,438

賃貸不動産 1,488,276 －

減価償却累計額 △537,413 －

賃貸不動産（純額） 950,863 －

長期貸付金 5,842 4,231

繰延税金資産 19,811 19,111

その他 16,267 21,692

貸倒引当金 △2,284 △1,702

投資その他の資産合計 2,398,694 1,654,771

固定資産合計 6,205,154 6,447,401

資産合計 11,442,869 11,068,460
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,792,665 2,368,865

短期借入金 1,914,000 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 833,000 885,000

未払法人税等 13,952 14,744

リース債務 35,039 －

前受金 － 75,490

賞与引当金 23,793 62,904

その他 343,612 283,256

流動負債合計 6,016,061 5,490,260

固定負債   

社債 120,000 180,000

長期借入金 1,623,000 1,577,000

リース債務 55,932 －

繰延税金負債 529,117 632,013

退職給付引当金 141,586 110,407

役員退職慰労引当金 113,172 114,053

その他 229,208 272,319

固定負債合計 2,812,017 2,885,792

負債合計 8,828,078 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 1,152,794 1,080,577

自己株式 △3,229 △3,035

株主資本合計 1,916,339 1,844,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 376,824 532,699

評価・換算差額等合計 376,824 532,699

少数株主持分 321,626 315,391

純資産合計 2,614,790 2,692,406

負債純資産合計 11,442,869 11,068,460
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,403,706

売上原価 6,413,693

売上総利益 990,013

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 282,617

従業員給料及び手当 191,867

役員報酬 85,482

支払手数料 79,423

減価償却費 29,609

役員退職慰労引当金繰入額 8,525

賞与引当金繰入額 7,246

のれん償却額 43,696

その他 177,737

販売費及び一般管理費合計 906,206

営業利益 83,807

営業外収益  

受取利息 1,283

受取配当金 29,845

不動産賃貸料 148,492

その他 8,884

営業外収益合計 188,506

営業外費用  

支払利息 72,677

手形売却損 6,246

不動産賃貸費用 69,615

その他 6,156

営業外費用合計 154,696

経常利益 117,617

特別利益  

固定資産売却益 1,002

保険解約返戻金 20,850

貸倒引当金戻入額 1,369

特別利益合計 23,221

特別損失  

固定資産除却損 2,275

役員退職慰労引当金繰入額 18,600

ゴルフ会員権評価損 3,650

その他 869

特別損失合計 25,394

税金等調整前四半期純利益 115,443

法人税等 1,227

少数株主利益 7,255

四半期純利益 106,960
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 115,443

減価償却費 391,198

のれん償却額 43,696

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,317

受取利息及び受取配当金 △31,129

支払利息 72,678

有形固定資産除却損 2,275

有形固定資産売却損益（△は益） △1,002

ゴルフ会員権評価損 3,650

売上債権の増減額（△は増加） △472,282

たな卸資産の増減額（△は増加） △239,189

仕入債務の増減額（△は減少） 423,800

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,111

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31,179

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △881

その他の流動資産の増減額（△は増加） 180,014

その他の流動負債の増減額（△は減少） △6,279

小計 476,377

利息及び配当金の受取額 31,129

利息の支払額 △75,082

法人税等の支払額 △4,463

営業活動によるキャッシュ・フロー 427,961

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 △316,148

有形固定資産の売却による収入 1,222

投資有価証券の取得による支出 △57,246

貸付けによる支出 △4,300

貸付金の回収による収入 2,689

その他の支出 △51,559

その他の収入 10,223

投資活動によるキャッシュ・フロー △415,119

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 251,000

短期借入金の返済による支出 △77,000

長期借入れによる収入 740,000

長期借入金の返済による支出 △746,000

社債の償還による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △194

配当金の支払額 △34,743

財務活動によるキャッシュ・フロー 73,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,905

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 1,086,815
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日～12月31日） 

当社グループは金属缶の専門メーカーとして、同一セグメントに属する金属缶（１８Ｌ缶及び美術缶）の製

造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。  

当第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日～12月31日） 

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ため、該当事項はありません。  

当第3四半期連結累計期間（平成20年4月1日～12月31日） 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前第３四半期連結会計期間

 (自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日)

金 額  （千円） 

Ⅰ 売上高  6,337,615

Ⅱ 売上原価  5,629,910

売上総利益  707,704

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

   1 販売費及び一般管理費  870,412

   2 のれん償却額  43,696

  販売費及び一般管理費合計  914,108

営業利益（損失：△）  △ 206,403

Ⅳ 営業外収益   

   1 受取利息  1,456

   2 受取配当金  33,596

   3 不動産賃貸料  143,659

   4 その他の営業外収入  25,230

  営業外収益計  203,943

Ⅴ 営業外費用   

   1 支払利息  70,485

   2 手形売却損  6,143

   3 賃貸建物減価償却費  35,047

   4 その他の営業外費用  31,681

  営業外費用合計  143,358

経常利益(損失:△)  △ 145,818

Ⅵ 特別利益   

   1 固定資産売却益  849

   2 投資有価証券売却益  89,420

   3 貸倒引当金戻入額  6,203

  特別利益合計  96,473

Ⅶ 特別損失   

   1 固定資産売却損  54

   2 固定資産除却損  76,324

   3 投資損失引当金繰入額  51,000

  特別損失合計  127,378

税金等調整前四半期純利益（損失：△）  △ 176,723

    法人税、住民税及び事業税  4,258

    法人税等調整額  83,247

  税金費用計  87,506

少数株主利益（損失：△）  △ 6,524

四半期純利益（損失：△）  △ 257,705
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

    前第３四半期連結会計期間

    (平成19年 4月 1日 

    平成19年12月31日)  

  金  額  （千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税金等調整前当期純利益（損失：△）  △176,723

  減価償却費  319,795

  のれん償却額  43,696

  有形固定資産除却損  76,324

  有形固定資産売却損  54

  有形固定資産売却益  △849

  投資有価証券売却益  △89,421

  貸倒引当金の増減額（減少；△）  2,689

  受取利息及び受取配当金  △35,053

  支払利息  70,486

  売上債権の増減額（増加；△）  △32,311

  たな卸資産の増減額（増加；△）  58,178

  その他の流動資産の増減額（増加；△）  △88,760

  預り金の増減額（減少；△）  48,905

  仕入債務の増減額（減少；△）  33,690

  未払金の増減額(減少;△)  21,589

  未払事業所税の増減額（減少；△）  △7,248

  未払消費税の増減額（減少；△）  △8,517

  未払費用の増減額（減少；△）  28,655

  その他の流動負債の増減額（減少；△）  82,472

  退職給付引当金の増減額（減少；△）  △33,795

  役員退職慰労引当金の増減額（減少；△）  △205,481

  投資損失引当金の増減額(減少;△)  51,000

  賞与引当金の増減額（減少；△）  △38,106

  小計  121,269

  利息及び配当金の受取額  35,053

  利息の支払額  △70,804

  法人税等の支払額  △18,445

  営業活動によるキャッシュ・フロー  67,073

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  △204,982

  有形固定資産の売却による収入  3,973

  投資有価証券の取得による支出  △5,084

  投資有価証券の売却による収入  112,126

  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  1,584

  長期預り金の返済による支出  △45,112

  その他の投資の回収による収入  3,870

  その他の投資による支出  1,524

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △134,371
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前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

当社グループは金属缶の専門メーカーとして、同一セグメントに属する金属缶（１８Ｌ缶及び美術缶）の製

造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

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ため、該当事項はありません。 

前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

該当事項はありません。  

    前第３四半期連結会計期間

    (平成19年 4月 1日 

    平成19年12月31日)  

  金  額  （千円） 

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  111,000

  短期借入金の返済による支出  △87,000

  社債の償還による支出  △80,000

  長期借入による収入  500,000

  長期借入金の返済による支出  △776,000

  自己株式の取得による支出  △371

  配当金の支払額  △34,754

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △367,125

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（減少：△）  △434,423

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,317,206

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  882,783

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

６．その他の情報 
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