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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 119,612 △7.0 3,684 163.5 4,060 208.3 2,291 462.7
21年3月期第3四半期 128,680 ― 1,398 ― 1,317 ― 407 ―

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 34.05 ―

21年3月期第3四半期 6.05 ―

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 132,718 38,336 28.0 552.88
21年3月期 120,663 35,972 29.0 519.82

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  37,201百万円 21年3月期  34,979百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
22年3月期 ― 3.75 ―

22年3月期 
（予想）

3.75 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  有  
 

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 156,000 △5.5 3,600 135.7 3,700 141.5 1,800 ― 26.75
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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  有  
[（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(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） 

[（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。] 

(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 

 平成21年11月6日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において通期の予想数値を修正しております。上記の予想は、本資料の発表日現在にお
いて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事
項は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 67,346,935株 21年3月期  67,346,935株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  61,109株 21年3月期  56,068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 67,287,767株 21年3月期第3四半期 67,299,670株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出が海外経済の改善を背景に増加するなか、設備

投資は下げ止まりつつあるものの、厳しい雇用・所得環境などから、個人消費の低迷が続いており、国内

景気は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

当第3四半期連結累計期間の清涼飲料業界における状況につきましては、炭酸飲料は前年に引き続き堅

調でありましたが、昨年度からの景気悪化の影響及び、天候不順の影響を受けたため、コーヒーやミネラ

ルウォーター、茶系飲料などが落ち込み、業界全体としては前年を若干下回る結果となりました。 

  

（容器事業） 

飲料用スチール空缶は、主力のコーヒーにおいて、業界全体では低調に推移するなかで、当社グループ

では積極的な営業活動を進めてまいりました結果、全体としては前年を若干上回る販売となりました。 

食品缶詰用空缶につきましては、主要販売品目のうち、水産缶詰は、サンマやサバなどの青物製品にお

いて、順調な販売となりましたが、鮭やカニなどの高価格な品目については、ギフト向け製品の不振によ

り減産となり、水産缶詰全体では前年を下回る販売となりました。また、農産缶詰におきましても主力の

スイートコーン缶が天候不良により減産となった影響を受け、農産缶詰全体においても前年割れの実績と

なり、食品缶詰用空缶全体では前年を下回る販売となりました。 

プラスチック製品では、飲料用ペットボトルにおきまして、大型ボトルが増加となりましたものの、

280ml・500ml主体の小型ボトルが、お客様によるボトル成形から充填までの一貫生産の拡大の影響を受け

たため減少となり、ボトル全体では前年を下回る販売となりました。 

一方、無菌充填用プリフォーム（ボトル成形前の中間製品）につきましては、新規に受注を獲得し、前

年を大きく上回る販売となりました。 

食品用ペットボトルにおきましては、醤油及び食用油分野において増加したことが寄与し、食品用ペッ

トボトル全体では前年を上回る販売となりました。 

一般成形品につきましては、洗剤用ボトルなどの販売が減少しましたが、主力の農薬園芸製品や化粧品

関連製品の販売が増加したことにより、全体としては前年を若干上回る販売となりました。 

エアゾール用空缶につきましては、殺虫剤分野において比較的好調に推移し、新型インフルエンザ対策

用除菌剤の特需がありましたものの、自動車関連品、工業用品等については、関連産業の回復の遅れと消

費者の購入控えが影響したため、エアゾール用空缶全体では前年を下回る販売となりました。また、美術

缶につきましても、贈答用品の低迷が続いており、前年を下回る販売となりました。 

以上の結果、容器事業全体の売上高は、37,619百万円と前年同期に比べ1.5％の増加となりました。  

  

（充填事業） 

ペットボトル製品につきましては、小型ペットボトル分野につきましては、容器の多様化が進むなか、

個人消費の冷え込みと、お客様による自社生産比率の上昇などにより前年を下回る販売となりました。ま

た、大型ペットボトル分野では、スポーツ飲料などが減少となり前年を下回る販売となりました。その結

果、ペットボトル製品全体では前年を下回る販売となりました。 

 また、缶製品につきましては、主力のコーヒーを中心に積極的な営業活動をおこないましたが減少とな

り、缶製品全体では前年を下回る販売となりました。 

 以上の結果、充填事業全体の売上高は81,120百万円と前年同期に比べ9.5％の減少となりました。  

  

・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
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（機械製作事業） 

機械製作部門につきましては、主要分野であります金型製作事業において、プラスチックボトル用ブロ

ー金型及び製缶用金型などを受注し、エコ対応型プラスチックパレット成形用溶融機の納入に至りました

ものの、景気低迷によるお客様の設備投資計画の見直しなどの影響を受けたため、機械製作部門全体とし

ては前年を下回る結果となりました。 

 また、エンジニアリング部門におきましては、グループ内の充填事業における大型案件を除いては、特

段の大型受注がなく前年並みの実績となりました。 

 以上の結果、機械製作事業全体の売上高は871百万円と前年同期に比べ55.5％の減少となりました。  

  

以上により、当第3四半期連結累計期間における売上高は、119,612百万円と前年同期比7.0％の減少と

なり、経常利益は4,060百万円（前年同期比208.3％増）、四半期純利益は2,291百万円（前年同期比

462.7％増）となりました。 

  

（総資産） 

当第3四半期連結会計期間末における総資産の残高は132,718百万円（前連結会計年度末は120,663百万

円）となり12,055百万円の増加となりました。これは主に第3四半期連結会計期間の末日が休日であった

ことなどにより、受取手形及び売掛金の増加（29,989百万円から40,470百万円へ10,481百万円の増）及び

株式会社日本キャンパックの利根川工場ライン増設に伴う有形固定資産の増加（59,386百万円から62,612

百万円へ3,225百万円の増）、株式市場における株価上昇による投資有価証券の増加（11,428百万円から

12,606百万円へ1,178百万円の増）しましたが、現金及び預金の減少（2,791百万円から1,748百万円へ

1,042百万円の減）及びたな卸資産の減少（8,624百万円から7,871百万円へ752百万円の減）、繰延税金資

産の減少（2,634百万円から1,739百万円へ894百万円の減）によるものであります。 

（負債） 

当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は94,382百万円（前連結会計年度末は84,691百万円）

となり9,691百万円の増加となりました。これは充填事業において、第3四半期連結会計期間の末日が休日

であったことなどにより、買掛金が増加（28,481百万円から31,013百万円へ2,532百万円の増）及び主に

株式会社日本キャンパックの設備投資に伴う借入金の増加（48,265百万円から54,509百万円へ6,244百万

円の増）によるものであります。 

（純資産） 

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は38,336百万円（前連結会計年度末は35,972百万

円）となり2,363百万円の増加となりました。これは主に当第3四半期連結累計期間の四半期純利益2,291

百万円の計上によるものであります。 

  
  

（キャッシュ・フローの状況） 

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで2,590百万円の増加、投資

活動によるキャッシュ・フローで9,289百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで5,662百万円

の増加がありました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,411百万円、減価償却費5,448百万

円及び売掛債権の増加に伴う資金の減少額10,387百万円並びに、仕入債務の増加2,532百万円が主な増減

要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、利根川工場ライン増設等の有形固定資産の取得による支出

9,123百万円が主な減少要因であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期及び短期借入金の返済35,665百万円の支出がありました

が、長期及び短期借入れ41,910百万円の収入が主な増加要因であります。 

この結果、当第3四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,042百万円

減少し、1,748百万円となりました。 

  
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年3月期の通期連結業績予想につきましては、売上高は前回予想を上回る見込みであります。ま

た、売上高の増加に伴う利益増加に加え、グループ全体を挙げて取り組んできた生産性の改善によるコス

トの低減、及び徹底した固定費等削減の効果などにより、営業利益・経常利益・当期純利益が増加する見

込みであります。 

 なお、平成21年11月6日に公表いたしました通期連結業績予想との差異は次のとおりです。 

 
  

該当事項はありません。 

当第3四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第2四半期連結会計期間

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より

適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価

比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる第3四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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） 153,000 2,500 2,500 1,000 14.86

    今回発表予想（Ｂ） 156,000 3,600 3,700 1,800 26.75

    増減額（Ｂ-Ａ） 3,000 1,100 1,200 800

    増減率 2.0% 44.0% 48.0% 80.0%

    （ご参考）前期実績
165,127 1,527 1,532 △ 2,764 △ 41.08

    （平成21年3月期）

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)

(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

(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
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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：百万円）

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 1,748 2,791

受取手形及び売掛金 40,470 29,989

商品及び製品 4,041 4,722

仕掛品 2,035 1,998

原材料及び貯蔵品 1,794 1,903

繰延税金資産 605 740

その他 2,995 3,252

貸倒引当金 △26 △69

流動資産合計 53,665 45,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,126 19,155

機械装置及び運搬具（純額） 19,445 21,452

土地 15,989 15,538

リース資産（純額） 346 242

建設仮勘定 7,232 2,393

その他（純額） 471 604

有形固定資産合計 62,612 59,386

無形固定資産 532 516

投資その他の資産   

投資有価証券 12,606 11,428

長期貸付金 8 16

繰延税金資産 1,134 1,894

その他 2,252 2,185

貸倒引当金 △92 △92

投資その他の資産合計 15,908 15,432

固定資産合計 79,053 75,335

資産合計 132,718 120,663
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（単位：百万円）

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 31,013 28,481

短期借入金 34,875 28,785

リース債務 114 75

未払法人税等 266 91

賞与引当金 259 674

その他 4,862 3,378

流動負債合計 71,391 61,487

固定負債   

長期借入金 19,633 19,479

リース債務 308 246

繰延税金負債 27 20

退職給付引当金 2,727 3,088

長期未払金 285 360

その他 9 9

固定負債合計 22,991 23,204

負債合計 94,382 84,691

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,086 11,086

資本剰余金 10,750 10,750

利益剰余金 15,290 13,503

自己株式 △20 △19

株主資本合計 37,106 35,321

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95 △316

繰延ヘッジ損益 △0 △25

評価・換算差額等合計 94 △342

少数株主持分 1,134 993

純資産合計 38,336 35,972

負債純資産合計 132,718 120,663
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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：百万円）

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 128,680 119,612

売上原価 118,002 106,868

売上総利益 10,677 12,743

販売費及び一般管理費 9,278 9,058

営業利益 1,398 3,684

営業外収益   

受取利息 3 1

受取配当金 166 201

持分法による投資利益 2 449

受取賃貸料 218 217

その他 319 188

営業外収益合計 709 1,058

営業外費用   

支払利息 637 550

その他 154 132

営業外費用合計 791 682

経常利益 1,317 4,060

特別利益   

固定資産売却益 6 5

特別利益合計 6 5

特別損失   

固定資産売却損 4 －

固定資産除却損 89 609

投資有価証券評価損 205 －

その他 106 44

特別損失合計 405 654

税金等調整前四半期純利益 918 3,411

法人税、住民税及び事業税 172 325

法人税等調整額 245 654

法人税等合計 417 979

少数株主利益 92 140

四半期純利益 407 2,291
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 918 3,411

減価償却費 5,920 5,448

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8 △42

賞与引当金の増減額（△は減少） △398 △414

退職給付引当金の増減額（△は減少） △224 △361

受取利息及び受取配当金 △169 △202

支払利息 637 550

為替差損益（△は益） － 6

持分法による投資損益（△は益） △2 △449

投資有価証券評価損益（△は益） 205 －

ゴルフ会員権評価損 20 1

有形固定資産除売却損益（△は益） 87 604

売上債権の増減額（△は増加） △6,399 △10,387

たな卸資産の増減額（△は増加） △271 752

その他の資産の増減額（△は増加） △523 121

仕入債務の増減額（△は減少） 3,166 2,532

その他の負債の増減額（△は減少） 633 1,281

未払消費税等の増減額（△は減少） △29 15

その他 △179 △48

小計 3,400 2,819

利息及び配当金の受取額 169 224

利息の支払額 △662 △534

法人税等の支払額 △899 △242

法人税等の還付額 － 324

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,007 2,590

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,332 △9,123

有形固定資産の売却による収入 17 75

投資有価証券の取得による支出 △11 △57

長期前払費用の取得による支出 △4 △60

貸付けによる支出 △72 △2

貸付金の回収による収入 12 9

関係会社出資金の払込による支出 △183 －

その他 △129 △130

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,703 △9,289
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（単位：百万円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 21,750 34,110

短期借入金の返済による支出 △16,702 △28,597

長期借入れによる収入 2,400 7,800

長期借入金の返済による支出 △7,970 △7,068

リース債務の返済による支出 － △68

自己株式の取得による支出 △3 △1

配当金の支払額 △504 △504

少数株主への配当金の支払額 △7 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,039 5,662

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,735 △1,042

現金及び現金同等物の期首残高 3,902 2,791

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,166 1,748
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該当事項はありません。 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

（1）容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器 

（2）充填事業…………飲料の受託充填 

（3）機械製作事業……専用機械・金型などの製造 

  

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) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

（1）容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器 

（2）充填事業…………飲料の受託充填 

（3）機械製作事業……専用機械・金型などの製造 

３ 機械製作事業において、4.その他(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」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準

第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

号 平成19年12月27日）を適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結

会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率

の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

容器事業 
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

37,050 89,672 1,957 128,680 ― 128,680

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

10,421 ― 1,892 12,314 △12,314 ―

計 47,471 89,672 3,850 140,995 △12,314 128,680

営業利益 441 1,684 24 2,150 △752 1,398

容器事業 
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

37,619 81,120 871 119,612 ― 119,612

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

8,729 ― 5,475 14,204 △14,204 ―

計 46,349 81,120 6,346 133,816 △14,204 119,612

営業利益又は営業損失(△) 1,883 2,480 △52 4,312 △627 3,684
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 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重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

 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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
  

  

該当事項はありません。 
  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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