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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 128,680 ― 1,398 ― 1,317 ― 407 ―

20年3月期第3四半期 129,773 6.1 3,904 54.0 3,485 74.0 1,557 22.1

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 6.05 ―

20年3月期第3四半期 23.13 ―

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 130,606 39,184 29.3 567.98
20年3月期 129,511 40,484 30.6 588.12

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  38,220百万円 20年3月期  39,583百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― 3.75 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.75 7.50

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  有  
 

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 163,000 △1.2 1,400 △56.3 1,200 △52.0 400 △50.0 5.94

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.平成20年8月11日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において通期の予想数値を修正しております。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能
な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、4ページ【定性的情
報・財務諸表等】 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 無

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  67,346,935株 20年3月期  67,346,935株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  53,846株 20年3月期  40,852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  67,299,670株 20年3月期第3四半期  67,314,245株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界経済の減速により輸出が減少していることに加

え、企業収益や雇用・個人消費は低迷し、景気は急速に悪化してまいりました。 

当第3四半期連結累計期間の清涼飲料業界における状況につきましては、8月以降の天候不順及び世界的

な金融危機を背景とする個人消費の低迷により、前年割れの状況となりました。  

 そのような中で、炭酸飲料やミネラルウォーターについては昨年に引き続き増加し、また、コーヒー飲

料についても堅調ではありましたが、茶系飲料、スポーツ飲料などの落ち込みにより清涼飲料業界全体と

しては前年を若干下回る実績となりました。  

  

（容器事業） 

飲料用スチール空缶は、コーヒー飲料の業界動向が堅調に推移するなか、当社グループにおいても缶コ

ーヒーを主体に積極的な営業活動を進めてまいりました結果、全体としては前年を若干上回る販売となり

ました。  

 食品缶詰用空缶につきましては、主要販売品目のうち、水産缶詰は、11月以降の個人消費の低迷によ

り、ギフト向け製品が前年を下回る販売となりました。しかしながら、農産缶詰におきましては、主力の

スイートコーン缶詰が順調に生産されたことにより、前年を上回る販売となり、食品缶詰用空缶全体では

前年を上回る販売となりました。  

 プラスチック製品では、飲料用ペットボトルにおきまして、主力であります500mlボトルが増加いたし

ましたものの、280mlを主体としました小型ボトルが、お客様によるボトル成形から充填までの一貫生産

の拡大の影響を受けたため減少となり、ボトル全体では前年を若干下回る販売となりました。 また、同

様に無菌充填向けプリフォーム（ボトル成形前の中間製品）につきましても、前年を下回る販売となりま

した。  

 食品用プラスチックボトルにおきましては、最終製品価格の値上げがありましたため、一部において需

要が減少いたしましたが、食用油分野における販売が好調に推移したことにより、食品用プラスチックボ

トル全体では前年を若干上回る販売となりました。  

 一般成形品におきましては、主力の農薬園芸製品の販売は減少いたしましたが、洗剤用ボトルなどが好

調に推移したことにより、全体としては前年を若干上回る販売となりました。  

 エアゾール用空缶は、夏季の天候不順などにより、制汗消臭剤や殺虫剤が前年を下回る販売となりまし

た。また、自動車関連などの工業用品が、海外での委託生産へシフトしたことなどから、業界としては前

年を下回る販売となりました。そのような中で、当社グループでは、燃料ボンベやエアコン洗浄剤が増加

したことや、新異形缶の製品化が寄与し、前年を若干上回る販売となりました。  

 また、美術缶につきましては、贈答用品の低迷が続いており、業界全体として前年割れの状況になって

おります。当社グループでは、新技術の提案や積極的な営業活動による新規受注によりほぼ前年並みの販

売となりました。  

 以上の結果、容器事業全体の売上高は37,050百万円（前年同期比2.0％増）となりました。 

  

（充填事業） 

ペットボトル製品につきましては、小型ペットボトル分野で、お客様からの容器の多様化に対する要望

に柔軟に取り組んでまいりましたが、春先の天候不順や個人消費の冷え込みなどの影響を受けたため、前

年を下回る販売となりました。  

 大型ペットボトルにつきましては、昨年に引き続き茶系飲料を中心に受注の増加を図ってまいりました

が、お客様による自社生産比率が引き続き増加傾向にあり、また、スポーツ飲料も減少したため、前年を

下回る販売となりました。その結果、ペットボトル製品全体では前年を下回る販売となりました。  

 また、缶製品につきましては、炭酸製品やコーヒー飲料分野において積極的な営業活動をおこないまし

たが、缶製品全体では前年並みの販売となりました。  

 リシール缶（ボトル缶）につきましては、市場全体ではペットボトルへの移行が進み、減少しておりま

すが、当社グループにおきましては新製品を積極的に受注するなど、前年を上回る販売となりました。  

 以上の結果、充填事業全体としては、前年を下回り売上高は、89,672百万円（前年同期比2.9％減）と

なりました。  

・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
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（機械製作事業） 

機械製作部門につきましては、製缶用金型、飲料缶用蓋包装設備等の大型案件や新聞印刷版のスリッタ

ー設備、液晶関連設備、オートマチック車用クラッチ盤生産機械等の受注が順調に推移し、また、液体小

袋充填機は展示会等への出展を中心とした営業活動が実を結び、食品業界や製薬会社様へ納入に至りまし

たため、売上高は前年を大きく上回る結果となりました。 

一方、エンジニアリング部門におきましては、容器事業に対してプリフォーム成形機の改造工事、充填

事業に対しては各種設備改善工事により、全体としてはほぼ前年並みの結果となりました。  

 以上の結果、機械製作事業全体の売上高は、1,957百万円（前年同期比81.1％増）となりました。 

  

以上により、当第3四半期連結累計期間における内部売上を消去した連結総売上高は、128,680百万円と

前年同期比0.8％の減少となり、経常利益は、1,317百万円（前年同期比62.2％減）、四半期純利益は、

407百万円（前年同期比73.9％減）となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

（総資産） 

当第3四半期連結会計期間末における総資産の残高は130,606百万円（前連結会計年度末は129,511百万

円）となり1,094百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産が減少（62,676百万円から58,731

百万円へ3,944百万円の減）及び所有株式の株価の下落等により投資有価証券が減少（17,165百万円から

15,037百万円へ2,128百万円の減）しましたが、当第3四半期連結会計期間の末日が休日であったことなど

により受取手形及び売掛金が増加（30,775百万円から37,919百万円へ7,144百万円の増）したことによる

ものであります。 

（負債） 

当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は91,421百万円（前連結会計年度末は89,027百万円）

となり2,394百万円の増加となりました。これは主に借入金が減少（53,736百万円から53,213百万円へ523

百万円の減）しましたが、スチール等の原材料価格の上昇などにより買掛金が増加（26,169百万円から

29,335百万円へ3,166百万円の増）したことによるものであります。 

（純資産） 

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は39,184百万円（前連結会計年度末は40,484百万

円）となり1,299百万円の減少となりました。これは主にその他有価証券評価差額金の減少（842百万円か

ら△225百万円へ1,068百万円の減）及び繰延ヘッジ損益の減少（145百万円から△47百万円へ193百万円の

減）によるものであります。 

  
  

（キャッシュ・フローの状況） 

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで2,007百万円の増加、投資

活動によるキャッシュ・フローで2,703百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで1,039百万円

の減少がありました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費5,920百万円及び仕入債務の増加3,166百万円があり

ましたものの、売掛債権の増加に伴う資金の減少額6,399百万円が主な減少要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、製缶設備及びプラスチック製品製造設備、充填設備の更新拡充

に伴う有形固定資産の取得による支出2,332百万円及び関係会社出資金の払込による支出183百万円が主な

減少要因であります。 

財務活動によるキャシュ・フローは、短期及び長期借入れ24,150百万円の収入がありましたが、短期及

び長期借入金の返済24,673百万円の支出及び配当金504百万円の支払いが主な減少要因であります。 

この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は1,735百万円減少し、2,166百万円とな

りました。 

  
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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通期の連結業績予想につきましては、世界経済の減速により輸出が減少し、国内景気が急速に悪化する

中、個人消費の低迷による売上高の減少並びにエネルギーコスト高騰の影響等により、予想数値を下回る

ことが見込まれますので、平成20年8月11日に公表いたしました業績予想を修正いたします。 

 なお、個別業績予想につきましては、平成20年5月15日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

平成21年3月期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

該当事項はありません。 

当第3四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、当第2四半期連結会計期

間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 ① 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。 

 ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、低価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これによる第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
  

（追加情報） 

   平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会社は機械装置について、第１四半期連結会計期間より

耐用年数の変更を行っております。 

 これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、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、それぞれ54百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

    前回発表予想（Ａ） 165,000 3,200 2,500 800 11.89

    今回修正予想（Ｂ） 163,000 1,400 1,200 400 5.94

    増減額（Ｂ-Ａ） △2,000 △1,800 △1,300 △400 ―

    増減率 △1.2％ △56.3% △52.0% △50.0% ―

    （ご参考）前期実績
168,757 3,628 2,893 1,065 15.82

    （平成20年3月期）

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
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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：百万円）

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 2,166 3,902

受取手形及び売掛金 37,919 30,775

商品及び製品 4,287 4,630

仕掛品 3,082 2,300

原材料及び貯蔵品 1,853 2,022

繰延税金資産 321 544

その他 2,827 1,922

貸倒引当金 △51 △43

流動資産合計 52,408 46,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,474 20,558

機械装置及び運搬具（純額） 22,333 25,275

土地 15,538 15,545

建設仮勘定 680 438

その他（純額） 704 858

有形固定資産合計 58,731 62,676

無形固定資産 440 382

投資その他の資産   

投資有価証券 15,037 17,165

長期貸付金 18 23

繰延税金資産 1,776 1,136

その他 2,259 2,138

貸倒引当金 △66 △65

投資その他の資産合計 19,026 20,398

固定資産合計 78,198 83,457

資産合計 130,606 129,511
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（単位：百万円）

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   

買掛金 29,335 26,169

短期借入金 31,458 27,306

未払法人税等 56 598

賞与引当金 260 659

その他 5,165 4,078

流動負債合計 66,276 58,812

固定負債   

長期借入金 21,754 26,430

繰延税金負債 17 8

退職給付引当金 3,001 3,225

長期未払金 360 535

その他 10 15

固定負債合計 25,145 30,215

負債合計 91,421 89,027

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,086 11,086

資本剰余金 10,750 10,750

利益剰余金 16,675 16,773

自己株式 △18 △15

株主資本合計 38,493 38,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △225 842

繰延ヘッジ損益 △47 145

評価・換算差額等合計 △273 988

少数株主持分 963 900

純資産合計 39,184 40,484

負債純資産合計 130,606 129,511
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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：百万円）

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 128,680

売上原価 118,002

売上総利益 10,677

販売費及び一般管理費 9,278

営業利益 1,398

営業外収益  

受取利息 3

受取配当金 166

持分法による投資利益 2

受取賃貸料 218

その他 319

営業外収益合計 709

営業外費用  

支払利息 637

その他 154

営業外費用合計 791

経常利益 1,317

特別利益  

固定資産売却益 6

特別利益合計 6

特別損失  

固定資産売却損 4

固定資産除却損 89

投資有価証券評価損 205

その他 106

特別損失合計 405

税金等調整前四半期純利益 918

法人税、住民税及び事業税 172

法人税等調整額 245

法人税等合計 417

少数株主利益 92

四半期純利益 407
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 918

減価償却費 5,920

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8

賞与引当金の増減額（△は減少） △398

退職給付引当金の増減額（△は減少） △224

受取利息及び受取配当金 △169

支払利息 637

持分法による投資損益（△は益） △2

投資有価証券評価損益（△は益） 205

ゴルフ会員権評価損 20

有形固定資産除売却損益（△は益） 87

売上債権の増減額（△は増加） △6,399

たな卸資産の増減額（△は増加） △271

その他の資産の増減額（△は増加） △523

仕入債務の増減額（△は減少） 3,166

その他の負債の増減額（△は減少） 633

未払消費税等の増減額（△は減少） △29

その他 △179

小計 3,400

利息及び配当金の受取額 169

利息の支払額 △662

法人税等の支払額 △899

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,007

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 △2,332

有形固定資産の売却による収入 17

投資有価証券の取得による支出 △11

長期前払費用の取得による支出 △4

貸付けによる支出 △72

貸付金の回収による収入 12

関係会社出資金の払込による支出 △183

その他 △129

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,703

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 21,750

短期借入金の返済による支出 △16,702

長期借入れによる収入 2,400

長期借入金の返済による支出 △7,970

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △504

少数株主への配当金の支払額 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,735

現金及び現金同等物の期首残高 3,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,166
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    （1）容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器 

    （2）充填事業…………飲料の受託充填 

    （3）機械製作事業……専用機械・金型などの製造 

     （追加情報） 

  【定性的情報・財務諸表等】「４.その他」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会

社は機械装置について、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

 これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、第３四半期連結累計期間の営業利益は、容器事業が52

百万円及び機械製作事業が1百万円それぞれ減少しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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） 

  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。
  

【海外売上高】 

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） 

  海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  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

容器事業 
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

37,050 89,672 1,957 128,680 ― 128,680

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10,421 ― 1,892 12,314 △12,314 ―

計 47,471 89,672 3,850 140,995 △12,314 128,680

 営業利益 441 1,684 24 2,150 △752 1,398

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

（1）四半期連結損益計算書 

「参考資料」

科  目

前第3四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 129,773

Ⅱ 売上原価 116,445

  売上総利益 13,328

Ⅲ 販売費及び一般管理費 9,423

  営業利益 3,904

Ⅳ 営業外収益 627

 １ 受取利息 3

 ２ 受取配当金 160

 ３ その他 462

Ⅴ 営業外費用 1,046

 １ 支払利息 696

 ２ 持分法による投資損失 194

 ３ その他 155

経常利益 3,485

Ⅵ 特別利益 212

Ⅶ 特別損失 204

税金等調整前四半期純利益 3,493

法人税、住民税及び事業税 1,039

法人税等調整額 544

少数株主利益 352

四半期純利益 1,557
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（2）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前第3四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 3,493

 ２ 減価償却費 6,443

 ３ 減損損失 19

 ４ 受取利息及び受取配当金 △ 164

 ５ 支払利息 696

 ６ 投資有価証券売却損益 △ 117

 ７ 有形固定資産売却益 △ 9

 ８ 有形固定資産除売却損 175

 ９ 売上債権の増減額 △ 868

 10 たな卸資産の増減額 △ 774

 11 仕入債務の増減額 △ 1,100

 12 その他 △ 1,094

   小計 6,696

 13 利息及び配当金の受取額 164

 14 利息の支払額 △ 696

 15 法人税等の支払額 △ 368

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,796

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △ 2,840

 ２ 有形固定資産の売却による収入 51

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △ 503

 ４ 投資有価証券の売却による収入 155

 ５ その他 △ 82

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,219

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 11,800

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 5,492

 ３ 長期借入れによる収入 4,325

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 12,620

 ５ 配当金の支払額 △ 504

 ６ その他 △ 11

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,504

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 72

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,743

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,815
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