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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 609 △2.1 8 △44.4 18 △31.9 6 △40.7
21年3月期第1四半期 623 ― 15 ― 27 ― 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

22年3月期第1四半期 3.19 ―
21年3月期第1四半期 5.38 ―

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 3,116 1,785 55.9 822.78
21年3月期 3,013 1,779 57.6 818.99

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  1,742百万円 21年3月期  1,734百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

― ― 7.50 7.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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

1,400 3.6 40 99.0 45 35.7 25 87.6 11.80

通期 2,600 1.2 60 170.5 70 45.2 40 77.8 18.88
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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） 

(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 
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き作成した 
ものであり、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。 

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 2,142,000株 21年3月期 2,142,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 23,911株 21年3月期 23,784株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 2,118,163株 21年3月期第1四半期 2,118,305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 

当社グループの平成 22 年３月期第１四半期の売上高につきましては、管瓶部門が増加した一方でアンプル部

門及びその他部門が減少したことにより昨年実績を下回り、売上高６億９百万円（前年同期比 2.1％減）となり

ました。 

利益面につきましては、前年度に実施されたアンプル用生地管の値上げや生産体制強化に伴う人員増による人

件費の増加で製造原価が上昇し、製造歩留りの向上や積極的な経費削減に取り組みましたが、営業利益は８百万

円（前年同期比 44.4％減）、経常利益１千８百万円（同 31.9％減）、四半期純利益６百万円（同 40.7％減）と前

年に比較して減益となりました。 

 
【参考】 
品目別連結売上高 

平成 21 年３月期第１四半期 平成 22 年３月期第１四半期 
品  目 

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％）

アンプル 158 25.5 127 20.9 

管  瓶 394 63.3 425 69.8 

そ の 他 69 11.2 56 9.3 

合  計 623 100.0 609 100.0 

 

 

２．連結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、前連結会計年度末と比較して１億３百万円増加し 31 億１千６百万円とな

りました。主な要因は、現金及び預金が６千７百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金(純額)が１億２千３

百万円及び投資有価証券が２千９百万円増加したことによるものであります。負債総額につきましては、前連結

会計年度末と比較して９千７百万円増加し 13 億３千１百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加５

千６百万円及び賞与引当金の増加３千７百万円によるものです。 純資産総額につきましては、前連結会計年度

末と比較して６百万円増加し 17 億８千５百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が９百万円減少した一

方で、その他有価証券評価差額金が１千７百万円増加したことによるものです。 

 
(２) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ７千６百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には４億１千１百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

営業活動の結果使用した資金は、９千２百万円（前年同四半期は、６千４百万円の増加）となりまし

た。これは主に税金等調整前四半期純利益１千８百万円及び減価償却費２千万円の計上と、賞与引当金が３千

７百万円増加した一方で、売上債権が１億２千３百万円増加したことや法人税等の支払により２千９百万円減

少したこと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） 

投資活動の結果使用した資金は、１千３百万円（前年同四半期比 76.2％減）となりました。これは主に

定期預金の払い戻しによる１億２千４百万円の収入があった一方で、定期預金の預け入れによる支出１億２千

７百万円と有形固定資産の取得による支出９百万円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） 

財務活動の結果得られた資金は、２千８百万円（前年同四半期比 49.9％減）となりました。これは主に

長期借入金の返済による支出４千３百万円及び社債の償還による支出１千万円があった一方で、新規の長期借

入金による収入１億円が生じたことによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、ほぼ当初の予想どおり推移しております。そのため現時点においては、平成 21 年５月

15 日付にて公表した平成 22 年３月期の連結業績予想の変更はしておりません。 

 

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 

該当事項はありません。 
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１【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21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21年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 295,169 362,861

受取手形及び売掛金（純額） 620,717 497,000

有価証券 244,153 238,153

商品及び製品 458,797 435,326

仕掛品 759 1,757

原材料及び貯蔵品 47,810 51,743

未収入金 22,825 28,694

繰延税金資産 38,193 32,057

その他 5,707 1,740

流動資産合計 1,734,134 1,649,335

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 313,743 316,100

機械装置及び運搬具（純額） 201,697 210,439

土地 213,448 213,448

その他（純額） 43,808 43,562

有形固定資産合計 772,698 783,551

無形固定資産 1,129 1,161

投資その他の資産   

投資有価証券 533,377 504,075

その他 91,087 90,902

貸倒引当金 △15,587 △15,587

投資その他の資産合計 608,877 579,390

固定資産合計 1,382,705 1,364,102

資産合計 3,116,840 3,013,438
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21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21年３月31日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 129,798 109,395

1年内返済予定の長期借入金 173,500 162,100

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 15,919 29,910

未払事業所税 1,757 7,252

賞与引当金 95,086 57,161

その他 127,929 102,189

流動負債合計 563,990 488,008

固定負債   

社債 25,000 35,000

長期借入金 291,850 247,125

繰延税金負債 84,847 69,297

退職給付引当金 161,949 174,572

役員退職慰労引当金 203,433 219,720

固定負債合計 767,080 745,715

負債合計 1,331,071 1,233,723

純資産の部   

株主資本   

資本金 107,100 107,100

資本剰余金 582 582

利益剰余金 1,417,632 1,426,756

自己株式 △8,355 △8,302

株主資本合計 1,516,958 1,526,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 225,771 208,669

評価・換算差額等合計 225,771 208,669

少数株主持分 43,039 44,908

純資産合計 1,785,769 1,779,714

負債純資産合計 3,116,840 3,013,438
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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）

前第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）

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

売上高 623,070 609,825

売上原価 502,082 488,131

売上総利益 120,988 121,693

販売費及び一般管理費 105,078 112,855

営業利益 15,909 8,838

営業外収益   

受取利息 910 378

受取配当金 8,608 8,934

受取賃貸料 2,185 2,059

負ののれん償却額 1,073 －

その他 836 945

営業外収益合計 13,614 12,318

営業外費用   

支払利息 1,920 2,295

その他 171 185

営業外費用合計 2,091 2,481

経常利益 27,432 18,674

特別利益   

投資有価証券売却益 46 －

特別利益合計 46 －

特別損失   

固定資産除却損 280 －

特別損失合計 280 －

税金等調整前四半期純利益 27,198 18,674

法人税、住民税及び事業税 27,702 16,003

法人税等調整額 △11,055 △2,221

法人税等合計 16,646 13,782

少数株主損失（△） △845 △1,869

四半期純利益 11,397 6,762
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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）

前第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）

当第１四半期連結累計期間 
（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   

税金等調整前四半期純利益 27,198 18,674

減価償却費 20,919 20,453

負ののれん償却額 △1,073 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,559 37,925

貸倒引当金の増減額（△は減少） 224 55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,003 △16,287

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,457 △12,623

受取利息及び受取配当金 △9,519 △9,313

支払利息 1,920 2,295

売上債権の増減額（△は増加） 17,720 △123,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,735 △18,541

仕入債務の増減額（△は減少） △1,842 20,403

未収入金の増減額（△は増加） 9,341 5,869

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,833 △5,196

その他 955 10,530

小計 61,047 △69,526

利息及び配当金の受取額 8,832 9,175

利息の支払額 △2,704 △2,636

法人税等の支払額 △2,714 △29,247

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,461 △92,234

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 △151,108 △127,912

定期預金の払戻による収入 98,016 124,784

有形固定資産の取得による支出 △6,798 △9,566

投資有価証券の取得による支出 △630 △564

投資有価証券の売却による収入 176 －

金銭の信託の取得による支出 △6,000 －

金銭の信託の解約による収入 9,989 －

その他の支出 △206 △185

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,561 △13,445

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 130,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △45,315 △43,875

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

配当金の支払額 △5,142 △5,212

その他の支出 △12,196 △12,174

財務活動によるキャッシュ・フロー 57,346 28,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 65,246 △76,942

現金及び現金同等物の期首残高 123,880 488,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 189,127 411,279
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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) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日 至平成21年６月30日） 

当社グループにおいては、セグメントが単一であるため、該当ありません。 

  
〔所在地別セグメント情報〕 

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日 至平成21年６月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当ありません。 

  
〔海外売上高〕 

前第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） 

海外売上高は、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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 

 

(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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