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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,065 0.9 122 56.7 129 57.0 69 57.2
21年3月期第1四半期 3,038 ― 78 ― 82 ― 43 ―

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

22年3月期第1四半期 18.57 ―

21年3月期第1四半期 11.76 ―

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

22年3月期第1四半期 7,051 2,877 40.8 773.16
21年3月期 7,501 2,855 38.1 767.09

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,877百万円 21年3月期  2,855百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 12.50 12.50

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

5,650 △8.5 160 7.4 170 6.3 100 17.6 26.80

通期 11,100 △4.3 270 16.4 280 17.6 140 ― 37.60
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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、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。 

(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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 3,750,000株 21年3月期  3,750,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  28,550株 21年3月期  27,346株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 3,721,730株 21年3月期第1四半期 3,738,106株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 
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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1四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安から引き起こされた景気の大幅な悪化から、徐々に

在庫調整が進展を見せはじめ、生産状況も回復方向へと向かいつつあることにより、景気底入れの兆しも見え始めて

はいるものの、雇用情勢や個人消費の低迷は依然として厳しい状態が続いており、先行き不透明な状況で推移してお

ります。

　容器業界におきましては、個人消費の冷え込みの影響は引き続き大きく、市場全体は低調な推移を続けております。

　エレクトロニクス業界におきましては、大手メーカー各社の大幅な生産調整の状態は脱しつつあり、好転の兆しも

見えつつありますが、依然として厳しい状況が続いております。

　このような状況のなか当社では、収益基盤の強化拡充に向けた取組みとして、安定した利益確保を目指したオリジ

ナル品の拡充強化を第一に、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。また、あわせて

組織・人材の強化についても、昨年度に続き新規採用の継続実施を進め、将来を見据えた次世代の育成に取り組んで

おります。

　この結果、当第1四半期会計期間においては、売上高は30億65百万円（前年同期比0.9％増）と、ほぼ前年同期と同

水準ながら、オリジナル品の強化等による売上総利益の改善により、営業利益は1億22百万円（同56.7％増）、経常利

益は1億29百万円（同57.0％増）となり、四半期純利益は69百万円（同57.2％増）となりました。

　部門別では、容器部門は、「アクア営業部」としての新体制を確立し注力中の水関連商材の好調な推移とともに、

既存商材も堅調に推移したことから、26億61百万円（前年同期比7.3％増）の売上高となりました。エレクトロニクス

関連部門は、製造装置・設備類をはじめとして全般に低調な推移となり、売上高は4億3百万円（同27.6％減）となり

ました。

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1四半期末における総資産は70億51百万円と前事業年度末に比べ、4億50百万円減少いたしました。これは主

に、現金及び預金が2億92百万円、その他の流動資産が1億78百万円減少したこと等によるものです。

　また、負債は41億74百万円と前事業年度末に比べ、4億72百万円減少いたしました。これは、役員退職慰労引当

金が4億8百万円減少したこと等によるものです。

　純資産については、剰余金の配当55百万円に対し四半期純利益の計上69百万円があったこと等から28億77百万円

と前事業年度末に比べ、21百万円増加し、自己資本比率は40.8％となりました。

　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第1四半期会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2億43百万円の

支出となったことに加え、財務活動でも51百万円支出したこと等から、結果として資金は2億92百万円減少して、16

億72百万円となりました。

当第1四半期累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1四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は2億43百万円となりました。

　これは主に、税引前四半期純利益で1億28百万円を計上したことに加え、仕入債務が2億円増加したこと等があっ

たものの、役員退職慰労引当金が4億8百万円減少し、売上債権が1億41百万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1四半期会計期間において投資活動の結果獲得した資金は2百万円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出9百万円に対し、貸付金の回収6百万円、賃貸料収入5百万円の収入が

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1四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は51百万円となりました。

　これは主に、配当金の支払額49百万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いては、第1四半期会計期間における売上高は、前年同期比0.9％増と概ね当初見込みどおりに

推移しておりますが、利益面については、市場全体の景気動向などから前年同期比で減少することを見込んでいたの

に対し、容器関連のオリジナル品の強化等により売上総利益が改善傾向にあることに加え、効率的な販売管理体制を

推進できていることから、第2四半期累計期間においても営業利益の改善が見込まれるものであります。

　以上より、当第2四半期累計期間及び通期の業績予想数値について、平成21年5月13日に決算短信にて公表した業績

予想数値から営業利益、経常利益及び四半期純利益を修正しております。

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

　棚卸資産の評価方法、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

  該当事項はありません。
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,822,356 3,114,736

受取手形及び売掛金 2,535,451 2,530,943

商品及び製品 162,599 150,385

原材料及び貯蔵品 15,223 3,659

その他 265,162 443,544

貸倒引当金 △4,294 △4,432

流動資産合計 5,796,497 6,238,838

固定資産   

有形固定資産 314,783 325,621

無形固定資産 24,630 26,236

投資その他の資産 915,461 911,237

固定資産合計 1,254,874 1,263,095

資産合計 7,051,372 7,501,933

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,076,530 2,949,270

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 59,794 86,476

賞与引当金 37,226 72,486

役員賞与引当金 1,955 11,100

その他 267,903 381,746

流動負債合計 3,863,409 3,921,079

固定負債   

退職給付引当金 231,945 238,431

役員退職慰労引当金 76,353 484,402

その他 2,400 2,400

固定負債合計 310,698 725,233

負債合計 4,174,107 4,646,313
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 2,341,336 2,328,070

自己株式 △11,383 △11,082

株主資本合計 2,944,203 2,931,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,923 △28,603

土地再評価差額金 △47,014 △47,014

評価・換算差額等合計 △66,938 △75,618

純資産合計 2,877,264 2,855,619

負債純資産合計 7,051,372 7,501,933
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,038,713 3,065,064

売上原価 2,660,913 2,642,958

売上総利益 377,800 422,106

販売費及び一般管理費 299,685 299,680

営業利益 78,115 122,425

営業外収益   

受取利息 633 1,610

受取配当金 3,290 3,217

受取賃貸料 5,511 5,511

その他 3,496 1,702

営業外収益合計 12,931 12,040

営業外費用   

支払利息 2,802 1,512

賃貸収入原価 2,359 2,719

その他 3,481 832

営業外費用合計 8,643 5,064

経常利益 82,402 129,402

特別損失   

固定資産除却損 － 502

特別損失合計 － 502

税引前四半期純利益 82,402 128,899

法人税、住民税及び事業税 38,431 59,794

四半期純利益 43,971 69,105
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 82,402 128,899

減価償却費 17,454 17,684

引当金の増減額（△は減少） △29,469 △458,568

受取利息及び受取配当金 △3,924 △4,827

支払利息 2,802 1,512

売上債権の増減額（△は増加） △162,464 △141,189

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,148 △23,776

仕入債務の増減額（△は減少） 100,957 200,933

その他 31,881 119,257

小計 491 △160,073

法人税等の支払額 △44,143 △83,349

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,651 △243,422

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 △12,748 △9,261

投資不動産の賃貸による収入 5,511 5,511

投資有価証券の取得による支出 △30 △2,530

投資有価証券の売却による収入 1,105 750

貸付金の回収による収入 6,750 6,750

利息及び配当金の受取額 3,924 4,882

その他 △3,827 △3,714

投資活動によるキャッシュ・フロー 684 2,389

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 △301

配当金の支払額 △41,274 △49,760

利息の支払額 △1,630 △1,277

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,084 △51,338

現金及び現金同等物に係る換算差額 10 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95,041 △292,380

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,639 1,964,736

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,315,597 1,672,356
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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。
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