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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 5,881 △4.8 274 83.5 280 74.8 180 111.1
21年3月期第2四半期 6,175 ― 149 ― 160 ― 85 ―

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2四半期 48.56 ―

21年3月期第2四半期 22.95 ―

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2四半期 6,909 3,009 43.6 808.84
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2四半期  3,009百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 11,100 △4.3 370 59.5 380 59.7 240 ― 64.50
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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2四半期 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2四半期  28,991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2四半期 3,721,440株 21年3月期第2四半期 3,730,338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2四半期累計期間におけるわが国経済は、一部生産状況の持ち直しや株価回復の動きなどから、景気悪化のスパ

イラルも徐々に速度を緩めつつあるようにも見えるものの、企業業績や雇用情勢は依然として厳しい状態が続いてお

り、個人消費も低迷して、先行き不透明感は未だ拭えない状況で推移しております。

　容器業界におきましては、生活防衛意識の高まりによる個人消費全般の冷え込みは引き続き厳しく、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、メーカー各社の生産動向は徐々に回復傾向にあるものの、設備投資は大幅

に削減された状況が続いており、依然として低調で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、商材の調

達にあたっては、海外からの輸入などを含めた全体的なコストの低減を図り、効率的な収益体制の強化に取り組んで

おります。また、組織・人材面においては、昨年度に続き新規採用を継続実施し、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2四半期累計期間においては、売上高は58億81百万円（前年同期比4.8％減）となりましたが、前述

の取り組みによる売上総利益の改善と効率的な販売管理体制を推進していることとの相乗効果により、営業利益は2億

74百万円（同83.5％増）、経常利益は2億80百万円（同74.8％増）となり、四半期純利益は1億80百万円（同111.1％

増）となりました。

　部門別では、容器部門は、「アクア営業部」として新体制を確立し注力中の水関連事業の好調な推移とともに、既

存容器商材も堅調に推移し、50億48百万円（前年同期比0.9％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8億33百万円（同28.9％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2四半期末における総資産は69億9百万円と前事業年度末に比べ、5億92百万円減少いたしました。これは主

に、現金及び預金が2億25百万円、その他の流動資産が2億52百万円、有形固定資産が1億57百万円減少したこと等

によるものです。

　また、負債は39億円と前事業年度末に比べ、7億46百万円減少いたしました。これは、役員退職慰労引当金が4億

2百万円、その他の流動負債が2億78百万円減少したこと等によるものです。

　純資産については、利益剰余金70百万円の増加及び土地の売却に伴う土地再評価差額金の取り崩しや株価の回復

に伴うその他有価証券評価差額金の改善などによる評価・換算差額等合計84百万円の増加等から、30億9百万円と

前事業年度末に比べて1億54百万円増加し、自己資本比率は43.6％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4億円の支出に

なりましたが、投資活動では97百万円の収入となり、財務活動では61百万円の支出となったことから、結果として

資金は3億65百万円減少し、15億99百万円となりました。

当第2四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2四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は4億円（前年同期は資金の獲得2億11百万円）となり

ました。

　これは主に、税引前四半期純利益で3億21百万円を計上したものの、引当金が4億10百万円減少し、売上債権が2億

25百万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97百万円（前年同期は資金の獲得6百万円）となり

ました。

　これは主に、有形固定資産の売却による収入1億60百万円や保険積立金の解約による収入1億49百万円等があった

ものの、定期預金の増加1億50百万円、貸付金の実行による支出72百万円等があったこと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61百万円（前年同期は資金の使用59百万円）となり

ました。

　これは主に、配当金の支払額55百万円等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

　今後の業績予想につきましては、当第2四半期累計期間での業績の進捗状況に鑑み、平成21年10月22日付で業績予想

修正を開示しております。詳細につきましては、当該開示文書をご参照ください。

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

　一般債権の貸倒見積高の算定方法、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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,899,621 3,114,736

受取手形及び売掛金 2,607,404 2,530,943

商品及び製品 178,128 150,385

原材料及び貯蔵品 11,165 3,659

その他 190,548 443,544

貸倒引当金 △4,351 △4,432

流動資産合計 5,882,516 6,238,838

固定資産   

有形固定資産 167,820 325,621

無形固定資産 23,023 26,236

投資その他の資産 836,449 911,237

固定資産合計 1,027,293 1,263,095

資産合計 6,909,810 7,501,933

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,869,718 2,949,270

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 106,715 86,476

賞与引当金 73,606 72,486

役員賞与引当金 3,910 11,100

その他 103,111 381,746

流動負債合計 3,577,061 3,921,079

固定負債   

退職給付引当金 236,502 238,431

役員退職慰労引当金 81,413 484,402

その他 5,127 2,400

固定負債合計 323,043 725,233

負債合計 3,900,105 4,646,313
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 2,398,455 2,328,070

自己株式 △11,519 △11,082

株主資本合計 3,001,185 2,931,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,045 △28,603

土地再評価差額金 7,474 △47,014

評価・換算差額等合計 8,519 △75,618

純資産合計 3,009,705 2,855,619

負債純資産合計 6,909,810 7,501,933
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,175,799 5,881,458

売上原価 5,415,576 5,009,046

売上総利益 760,222 872,411

販売費及び一般管理費 610,829 598,310

営業利益 149,392 274,100

営業外収益   

受取利息 4,641 3,207

受取配当金 4,356 3,486

受取賃貸料 11,022 9,117

その他 3,955 2,377

営業外収益合計 23,975 18,188

営業外費用   

支払利息 3,621 3,042

賃貸収入原価 4,953 6,683

その他 4,331 2,075

営業外費用合計 12,905 11,800

経常利益 160,462 280,487

特別利益   

固定資産売却益 － 22,942

保険解約返戻金 － 42,266

特別利益合計 － 65,208

特別損失   

固定資産除却損 34 502

投資有価証券評価損 － 23,982

特別損失合計 34 24,484

税引前四半期純利益 160,428 321,211

法人税、住民税及び事業税 74,820 140,497

四半期純利益 85,607 180,713
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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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 160,428 321,211

減価償却費 35,562 36,102

引当金の増減額（△は減少） 31,936 △410,630

受取利息及び受取配当金 △8,997 △6,693

支払利息 3,621 3,042

売上債権の増減額（△は増加） △60,560 △225,351

たな卸資産の増減額（△は増加） △26,453 △35,248

仕入債務の増減額（△は減少） 110,071 38,833

その他 9,938 △38,861

小計 255,547 △317,594

法人税等の支払額 △44,181 △83,347

営業活動によるキャッシュ・フロー 211,365 △400,941

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 － △350,000

定期預金の払戻による収入 － 200,000

有形固定資産の取得による支出 △23,261 △12,031

有形固定資産の売却による収入 － 160,594

投資不動産の賃貸による収入 11,022 9,117

投資有価証券の取得による支出 △60 △2,540

投資有価証券の売却による収入 1,505 1,500

貸付けによる支出 － △72,000

貸付金の回収による収入 13,500 13,500

利息及び配当金の受取額 9,856 6,646

保険積立金の解約による収入 － 149,667

その他 △6,354 △6,882

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,208 97,572

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 △437

配当金の支払額 △46,607 △55,853

利息の支払額 △3,608 △3,026

その他 － △2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,395 △61,716

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 158,210 △365,115

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 1,568,849 1,599,621
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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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