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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 1,935 △1.6 57 ― 72 174.5 41 292.8
21年3月期第3四半期 1,966 ― 3 ― 26 ― 10 ―

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 19.37 ―
21年3月期第3四半期 4.93 ―

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 3,295 1,823 53.9 838.72
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3四半期  1,776百万円 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

－ 1 －



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3四半期 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3四半期 23,973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3四半期 2,118,107株 21年3月期第3四半期 2,118,321株

－ 2 －



 

 

【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３四半期連結累計期間の売上高につきましては、管瓶部門において前四半

期に新型インフルエンザの対応で停滞していたワクチン用容器の売上が、厚生労働省の方針決定等に基づくイン

フルエンザの流行期を迎えた各ワクチンメーカーの増産体制に伴い増加した一方で、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 19 億３千５百万円（前年同期比 1.6％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前四半期同様に上昇しましたが、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５千７百万円（前年同期は３百万円）、経常利益７千２百万円（同 174.5％増）、四半期純利益４

千１百万円（同 292.8％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３四半期連結累計期間 平成 22 年３月期第３四半期連結累計期間
品  目 

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％） 

アンプル 487 24.8 391 20.2 

管  瓶 1,261 64.1 1,358 70.2 

そ の 他 217 11.1 185 9.6 

合  計 1,966 100.0 1,935 100.0 

 

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３四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２億８千１百万円増加し 32 億

９千５百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が１億８千７百万円減少した一方で、受取手形及び売掛

金(純額)が２億１千３百万円及び土地が２億３千４百万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２億７千５百万円増加し 14 億７千２百万円となりました。主な要因は、

未払法人税等が２千９百万円及び賞与引当金が３千３百万円減少した一方で、社債が２億３千万円及び長期借入

金が５千３百万円増加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４千３百万円増加し 18 億２千３百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が２千５百万円及びその他有

価証券評価差額金が１千６百万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３四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１億３千万円減少し、当第３四半期末には３億５千８百万円となりました。 

当第３四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、１億３千５百万円（前年同四半期は、６千９百万円の収入）となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益７千２百万円及び減価償却費６千２百万円の計上と、棚卸資産の増加２

千万円があった一方で、売上債権の増加２億１千４百万円及び賞与引当金の減少３千７百万円や法人税等の支

払３千９百万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、２億６千２百万円（前年同四半期比 429.8%増加）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１億９千５百万円があった一方で、定期預金の預け入れ２億３千５百万円及

び有形固定資産の取得２億９千７百万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） 

財務活動の結果得られた資金は、２億６千８百万円（前年同四半期比 370.7%増加）となりました。これは主

長期借入金の返済１億３千６百万円、配当金の支払１千５百万円及び社債の償還２千万円があった一方で、新

規の社債の発行による収入２億５千万円、新規の長期借入金による収入１億９千万円により増加したことによ

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３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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 175,266 362,861

受取手形及び売掛金（純額） 711,325 497,000

有価証券 256,488 238,153

商品及び製品 426,879 435,326

仕掛品 1,253 1,757

原材料及び貯蔵品 40,311 51,743

未収入金 28,119 28,694

繰延税金資産 13,438 32,057

その他 6,286 1,740

流動資産合計 1,659,370 1,649,335

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 335,126 316,100

機械装置及び運搬具（純額） 187,260 210,439

土地 448,316 213,448

その他（純額） 52,351 43,562

有形固定資産合計 1,023,054 783,551

無形固定資産 1,065 1,161

投資その他の資産   

投資有価証券 533,693 504,075

その他 93,822 90,902

貸倒引当金 △15,587 △15,587

投資その他の資産合計 611,928 579,390

固定資産合計 1,636,048 1,364,102

資産合計 3,295,419 3,013,438
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31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 123,372 109,395

1年内返済予定の長期借入金 178,300 162,100

1年内償還予定の社債 70,000 20,000

未払法人税等 761 29,910

未払事業所税 5,513 7,252

賞与引当金 19,846 57,161

その他 118,220 102,189

流動負債合計 516,014 488,008

固定負債   

社債 215,000 35,000

長期借入金 284,900 247,125

繰延税金負債 82,997 69,297

退職給付引当金 159,732 174,572

役員退職慰労引当金 213,471 219,720

固定負債合計 956,101 745,715

負債合計 1,472,115 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 1,451,887 1,426,756

自己株式 △8,379 △8,302

株主資本合計 1,551,191 1,526,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 225,250 208,669

評価・換算差額等合計 225,250 208,669

少数株主持分 46,862 44,908

純資産合計 1,823,304 1,779,714

負債純資産合計 3,295,419 3,013,438
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（２）四半期連結損益計算書 
   （第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 1,966,676 1,935,485

売上原価 1,637,763 1,548,694

売上総利益 328,913 386,790

販売費及び一般管理費 325,508 329,705

営業利益 3,404 57,085

営業外収益   

受取利息 1,395 745

受取配当金 15,495 14,790

受取賃貸料 6,279 6,136

負ののれん償却額 3,220 －

その他 4,411 4,069

営業外収益合計 30,802 25,741

営業外費用   

支払利息 7,315 6,966

その他 321 2,917

営業外費用合計 7,636 9,883

経常利益 26,571 72,942

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 21,669 72,942

法人税、住民税及び事業税 2,348 8,932

法人税等調整額 8,591 21,038

法人税等合計 10,940 29,970

少数株主利益 286 1,953

四半期純利益 10,442 41,018
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
  至 平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（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   

税金等調整前四半期純利益 21,669 72,942

減価償却費 66,279 62,954

負ののれん償却額 △3,220 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,187 △37,314

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,477 180

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,609 △6,249

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,169 △14,840

受取利息及び受取配当金 △16,890 △15,535

支払利息 7,315 6,966

売上債権の増減額（△は増加） △8,016 △214,505

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,723 20,381

仕入債務の増減額（△は減少） △30,324 13,976

未収入金の増減額（△は増加） 19,501 575

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,694 △3,368

その他 8,567 7,498

小計 64,368 △106,338

利息及び配当金の受取額 16,488 15,521

利息の支払額 △8,176 △7,039

法人税等の支払額 △3,602 △37,375

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,076 △135,232

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 △221,789 △195,926

定期預金の払戻による収入 212,692 235,030

有形固定資産の取得による支出 △30,904 △297,363

投資有価証券の取得による支出 △1,390 △1,755

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 △121,066 －

金銭の信託の解約による収入 112,619 －

その他の支出 126 △2,920

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,536 △262,934

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 230,000 190,000

長期借入金の返済による支出 △137,125 △136,025

社債の発行による収入 － 250,000

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

配当金の支払額 △15,887 △15,886

その他の支出 △44 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 56,942 268,011

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76,483 △130,155

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 200,363 358,066
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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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成21

年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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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