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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 8,703 △4.3 403 84.5 412 81.8 256 358.6
21年3月期第3四半期 9,092 ― 218 ― 226 ― 55 ―

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3四半期 68.87 ―

21年3月期第3四半期 14.99 ―

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3四半期 7,739 3,084 39.9 828.99
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3四半期  3,084百万円 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）

20.00 20.00

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  有  
   詳細は、4ページ 定性的情報・財務諸表等 3．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 10,900 △6.0 440 89.7 450 89.1 270 ― 72.50
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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3四半期 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3四半期  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3四半期 3,721,296株 21年3月期第3四半期 3,727,767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3四半期累計期間におけるわが国経済は、一昨年来の世界的な景気低迷も中国・インド等アジア経済圏の成長に

より一部回復の兆しが見られるものの、企業業績改善の実態はリストラなどコスト削減によるところが大きく、設備

投資は抑制された状態が続き、雇用情勢の悪化と内需不振に伴うデフレ傾向も依然として続いています。また、ドバ

イショックをきっかけとした急激な円高や株安基調の定着などから景気の二番底も懸念されるなど、先行きは依然不

透明な状況にあります。

　容器業界におきましては、個人消費における生活防衛意識の高まりを背景としたいわゆるＰＢ（プライベートブラ

ンド）商品の顕著な台頭により価格競争の厳しい状態が続き、消費の低迷とともに市場全体も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、設備投資意欲が

改善されるような状況には至っておらず、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。特に商材の調達

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3四半期累計期間においては、売上高は87億3百万円（前年同期比4.3％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4億3

百万円（同84.5％増）、経常利益は4億12百万円（同81.8％増）となり、四半期純利益は2億56百万円（同358.6％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、74億51百万円（前年同期比0.5％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12億52百万円（同25.5％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3四半期末における総資産は77億39百万円と前事業年度末に比べ、2億37百万円増加いたしました。これは主

に、受取手形及び売掛金が4億24百万円増加し、有形固定資産が1億73百万円減少したこと等によるものです。

　また、負債は46億54百万円と前事業年度末に比べ、8百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛

金が6億72百万円増加し、役員退職慰労引当金が3億99百万円、その他の流動負債が2億46百万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1億45百万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83百万円の増加等から、30億84百万

円と前事業年度末に比べて2億29百万円増加し、自己資本比率は39.9％となりました。

　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第3四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68百万円の収入、

投資活動では1億11百万円の収入となり、財務活動では63百万円の支出となったことから、結果として資金は1億16

百万円増加し、20億81百万円となりました。

当第3四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3四半期累計期間において営業活動の結果獲得した資金は68百万円（前年同期は資金の獲得7億6百万円）とな

りました。

　これは主に、税引前四半期純利益で4億57百万円を計上したものの、引当金が4億29百万円減少し、売上債権が5億

87百万円、仕入債務が7億87百万円ともに増加し、法人税等の支払額が1億56百万円あっ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3四半期累計期間において投資活動の結果獲得した資金は1億11百万円（前年同期は資金の獲得17百万円）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1億72百万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。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第3四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は63百万円（前年同期は資金の使用61百万円）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。

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3四半期累計期間での業績の進捗状況に鑑み、平成21年10月30日付の平成22年

3月期第2四半期決算短信における公表値から、下表のとおり修正いたします。

　これは、季節的な要因などから見込んでいた第3四半期以降の減速が想定より少なく、業績が引き続き順調に推移し

ていること等によるものであります。

　（通期）

 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） 11,100 370 380 240 64 50

今回修正予想（Ｂ） 10,900 440 450 270 72 50

増減額（Ｂ－Ａ） △200 70 70 30   

増減率（％） △1.8 18.9 18.4 12.5   

（ご参考）前期実績

（平成21年3月期）
11,596 232 238 △104 △28 17

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、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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 3,381,169 3,114,736

受取手形及び売掛金 2,955,063 2,530,943

商品及び製品 195,565 150,385

原材料及び貯蔵品 9,278 3,659

その他 203,637 443,544

貸倒引当金 △4,942 △4,432

流動資産合計 6,739,771 6,238,838

固定資産   

有形固定資産 152,538 325,621

無形固定資産 21,417 26,236

投資その他の資産 825,305 911,237

固定資産合計 999,260 1,263,095

資産合計 7,739,032 7,501,933

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,622,105 2,949,270

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 96,276 86,476

賞与引当金 39,100 72,486

役員賞与引当金 10,950 11,100

その他 134,902 381,746

流動負債合計 4,323,334 3,921,079

固定負債   

退職給付引当金 241,500 238,431

役員退職慰労引当金 84,403 484,402

その他 5,127 2,400

固定負債合計 331,031 725,233

負債合計 4,654,365 4,646,313
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,474,034 2,328,070

自己株式 △11,519 △11,082

株主資本合計 3,076,764 2,931,238

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 427 △28,603

土地再評価差額金 7,474 △47,014

評価・換算差額等合計 7,902 △75,618

純資産合計 3,084,667 2,855,619

負債純資産合計 7,739,032 7,501,933
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,092,467 8,703,789

売上原価 7,951,636 7,382,140

売上総利益 1,140,830 1,321,649

販売費及び一般管理費 922,235 918,331

営業利益 218,595 403,318

営業外収益   

受取利息 6,998 4,855

受取配当金 4,695 3,911

受取賃貸料 16,533 11,771

その他 4,762 5,179

営業外収益合計 32,991 25,719

営業外費用   

支払利息 5,420 4,571

賃貸収入原価 7,153 9,320

支払補償費 10,258 －

その他 1,887 2,800

営業外費用合計 24,719 16,692

経常利益 226,866 412,345

特別利益   

固定資産売却益 － 26,993

保険解約返戻金 － 42,266

特別利益合計 － 69,259

特別損失   

退職給付費用 97,742 －

固定資産除却損 34 502

投資有価証券評価損 12,892 23,682

その他 231 －

特別損失合計 110,899 24,184

税引前四半期純利益 115,966 457,420

法人税、住民税及び事業税 60,085 201,127

四半期純利益 55,881 256,292

- 3 -



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 115,966 457,420

減価償却費 55,458 56,146

引当金の増減額（△は減少） 102,450 △429,583

受取利息及び受取配当金 △11,694 △8,767

支払利息 5,420 4,571

売上債権の増減額（△は増加） 98,740 △587,525

たな卸資産の増減額（△は増加） △56,059 △50,797

仕入債務の増減額（△は減少） 469,306 787,273

その他 32,566 △4,212

小計 812,155 224,525

法人税等の支払額 △105,464 △156,216

営業活動によるキャッシュ・フロー 706,691 68,309

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 － △550,000

定期預金の払戻による収入 － 400,000

有形固定資産の取得による支出 △23,832 △23,482

有形固定資産の売却による収入 － 172,531

投資不動産の賃貸による収入 16,533 11,771

投資有価証券の取得による支出 △90 △2,540

投資有価証券の売却による収入 2,705 2,250

貸付けによる支出 － △72,000

貸付金の回収による収入 20,250 23,850

利息及び配当金の受取額 11,265 8,892

保険積立金の解約による収入 － 149,667

その他 △9,392 △9,746

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,438 111,194

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 △46,708 △55,907

利息の支払額 △5,171 △4,304

その他 － △2,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,059 △63,048

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 △22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 663,042 116,432

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 2,073,681 2,081,169
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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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