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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,256 △7.0 24 20.7 34 5.3 17 29.2
21年3月期第2四半期 1,351 ― 20 ― 33 ― 13 ―

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 8.13 ―
21年3月期第2四半期 6.29 ―

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 3,054 1,805 57.7 831.43
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2四半期  1,761百万円 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
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 ― ― ― 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 2,600 1.2 50 125.5 65 34.8 45 100.0 21.25
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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2四半期 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2四半期 23,931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2四半期 2,118,129株 21年3月期第2四半期 2,118,345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２四半期連結累計期間の売上高につきましては、管瓶部門が新型インフル

エンザの流行で厚生労働省や各ワクチンメーカーによる協議および対応の中ワクチンの充填作業が進まず、当初

見込んでいたこの期間の季節性インフルエンザワクチン用容器の売上が新型用も含め下期にずれ込みましたが、

積極的な拡販を行い前年同額を確保した一方で、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 12 億５千６百万円（前年同期比 7.0％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ましたが、製造歩留りの向上や積極的な経費削減に取り組んだ結果、営業利益は

２千４百万円（前年同期比 20.7％増）、経常利益３千４百万円（同 5.3％増）、四半期純利益１千７百万円（同 29.2％

増）と前年に比較して増益となりました。 

【参考】 
品目別連結売上高 

平成 21 年３月期第２四半期連結累計期間 平成 22 年３月期第２四半期連結累計期間
品  目 

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％） 

アンプル 305 22.6 242 19.3 

管  瓶 897 66.4 897 71.4 

そ の 他 148 11.0 116 9.3 

合  計 1,351 100.0 1,256 100.0 

 

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２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して４千１百万円増加し 30 億５千

４百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が１億８千９百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金(純

額)が１億５千４百万円及び投資有価証券が４千２百万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１千４百万円増加し 12 億４千８百万円となりました。主な要因は、買

掛金が４千万円増加した一方で、社債が１千万円、退職給付引当金が１千１百万円及び役員退職慰労引当金が１

千１百万円減少したことによるものであります。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２千

６百万円増加し 18 億５百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が２千４百万円増加した

ことによるものです。 

 
(２) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末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１億３千４百万円減少し、当第２四半期末には３億５千３百万円となりました。 

当第２四半期連結累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、１億７百万円（前年同四半期は、７千８百万円の収入）となりました。こ

れは主に税金等調整前四半期純利益３千４百万円及び減価償却費４千１百万円の計上と、仕入債務が４千万円

増加した一方で、売上債権が１億５千４百万円増加したことや法人税等の支払２千９百万円により減少したこ

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、１千万円（前年同四半期比 64.7%減少）となりました。これは主に定期預金

の払い戻しによる収入１億７千５百万円があった一方で、定期預金の預け入れ１億３千２百万円及び有形固定

資産の取得５千万円による支出が生じ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） 

財務活動の結果使用した資金は、１千７百万円（前年同四半期は、１千１百万円の増加）となりました。こ

れは主に新規の長期借入金による収入１億円があった一方で、長期借入金の返済９千１百万円、配当金の支払

１千５百万円及び社債の償還１千万円による支出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 

平成 21 年 11 月５日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成 22 年３月期の連結業績

予想の変更をしておりますので、現時点での変更はありません。 

 

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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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２四半期連結会計期間末
（平成21年９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 173,516 362,861

受取手形及び売掛金（純額） 651,033 497,000

有価証券 250,488 238,153

商品及び製品 441,505 435,326

仕掛品 2,920 1,757

原材料及び貯蔵品 41,836 51,743

未収入金 43,568 28,694

繰延税金資産 26,597 32,057

その他 1,220 1,740

流動資産合計 1,632,688 1,649,335

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 312,254 316,100

機械装置及び運搬具（純額） 192,101 210,439

土地 213,448 213,448

その他（純額） 79,978 43,562

有形固定資産合計 797,782 783,551

無形固定資産 1,097 1,161

投資その他の資産   

投資有価証券 546,787 504,075

その他 91,689 90,902

貸倒引当金 △15,587 △15,587

投資その他の資産合計 622,889 579,390

固定資産合計 1,421,769 1,364,102

資産合計 3,054,458 3,013,438
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９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 149,834 109,395

1年内返済予定の長期借入金 162,900 162,100

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 10,417 29,910

未払事業所税 3,635 7,252

賞与引当金 58,905 57,161

その他 102,955 102,189

流動負債合計 508,648 488,008

固定負債   

社債 25,000 35,000

長期借入金 255,175 247,125

繰延税金負債 88,691 69,297

退職給付引当金 162,699 174,572

役員退職慰労引当金 208,452 219,720

固定負債合計 740,018 745,715

負債合計 1,248,666 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 1,428,080 1,426,756

自己株式 △8,363 △8,302

株主資本合計 1,527,399 1,526,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 233,625 208,669

評価・換算差額等合計 233,625 208,669

少数株主持分 44,767 44,908

純資産合計 1,805,792 1,779,714

負債純資産合計 3,054,458 3,013,438
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（２）四半期連結損益計算書 
   （第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日）

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

売上高 1,351,696 1,256,923

売上原価 1,117,446 1,012,129

売上総利益 234,250 244,793

販売費及び一般管理費 214,147 220,528

営業利益 20,102 24,265

営業外収益   

受取利息 975 526

受取配当金 8,789 9,074

受取賃貸料 4,222 4,118

負ののれん償却額 2,146 －

その他 1,727 1,761

営業外収益合計 17,862 15,480

営業外費用   

支払利息 4,638 4,656

その他 171 185

営業外費用合計 4,809 4,841

経常利益 33,155 34,904

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 －

ゴルフ会員権評価損 500 －

貸倒引当金繰入額 4,167 －

特別損失合計 4,948 －

税金等調整前四半期純利益 28,254 34,904

法人税、住民税及び事業税 10,596 9,961

法人税等調整額 4,904 7,873

法人税等合計 15,500 17,835

少数株主損失（△） △571 △141

四半期純利益 13,324 17,210
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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２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間 
（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   

税金等調整前四半期純利益 28,254 34,904

減価償却費 42,629 41,294

負ののれん償却額 △2,146 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,474 1,744

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,462 91

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,406 △11,268

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,399 △11,872

受取利息及び受取配当金 △9,765 △9,600

支払利息 4,638 4,656

売上債権の増減額（△は増加） △52,432 △154,124

たな卸資産の増減額（△は増加） 68,681 2,563

仕入債務の増減額（△は減少） △27,303 40,439

未収入金の増減額（△は増加） 15,717 △14,873

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,499 △3,729

その他 △4,118 △3,411

小計 76,596 △83,186

利息及び配当金の受取額 9,650 9,756

利息の支払額 △5,170 △4,675

法人税等の支払額 △2,854 △29,297

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,221 △107,403

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 △158,789 △132,926

定期預金の払戻による収入 152,692 175,030

有形固定資産の取得による支出 △19,984 △50,946

投資有価証券の取得による支出 △838 △776

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 △115,066 －

金銭の信託の解約による収入 112,619 －

その他の支出 △315 △787

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,505 △10,405

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 △92,450 △91,150

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

配当金の支払額 △15,887 △15,886

その他の支出 △44 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,617 △17,097

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 60,333 △134,905

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 184,213 353,315
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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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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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