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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 89,866 13.5 4,046 84.9 4,529 75.7 1,962 17.2
22年3月期第2四半期 79,185 △11.6 2,189 5.6 2,578 13.1 1,674 48.9

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

23年3月期第2四半期 29.17 ―

22年3月期第2四半期 24.89 ―

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

23年3月期第2四半期 130,928 39,969 29.5 574.92
22年3月期 130,820 38,433 28.6 555.24

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  38,681百万円 22年3月期  37,358百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50

23年3月期 ― 3.75

23年3月期 
（予想）

― 3.75 7.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 164,800 5.1 4,000 △3.0 4,500 1.9 1,900 △14.0 28.24



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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22年5月14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。本資料に掲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いており、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料4ページ「1.当四半期の連結業績
等に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「2.その他の情報」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） 23年3月期2Q 67,346,935株 22年3月期  67,346,935株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  65,948株 22年3月期  63,819株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 67,282,116株 22年3月期2Q 67,288,477株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直しが続くなど国

内景気には一部に回復傾向が見られましたが、雇用・所得環境の好転は依然として見られず、国内経済は

総じて不透明な状況で推移いたしました。 

  

当第2四半期連結累計期間における清涼飲料業界の状況につきましては、消費の低迷が続いておりまし

たが、梅雨明け後の記録的猛暑により需要が伸びたため、業界全体では前年を上回る状況で推移いたしま

した。カテゴリー別では、コーヒー飲料が前年を下回りましたが、スポーツドリンクが大幅に増加し、ま

た、炭酸飲料や茶系飲料も好調に推移いたしました。 

一方、食品缶詰業界につきましては、農産缶詰、水産缶詰ともに夏場の猛暑により原料収穫量が悪化し

たため、食品缶詰業界全体としては前年を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、清涼飲料業界におけるコーヒー飲料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、新形状缶の受注等により前年を上回る販売となり、ま

た、紅茶飲料についても受注が増加するなど飲料用スチール空缶全体では前年を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、業界全体としては前年を下回ってい

るものの、当社グループに関しましては、サバや鮭などの品目が順調に販売されましたため、水産缶詰全

体では前年を上回る販売となりました。 

 一方、農産缶詰におきましては、主力のスイートコーン缶が猛暑の影響による作柄の悪化に伴い減産と

なり、農産缶詰全体において前年割れの実績となりました。以上の結果、食品缶詰用空缶全体ではほぼ前

年並みの販売となりました。 

つぎに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、大型ボトルが減少いたしましたもの

の、２８０ｍｌ・５００ｍｌ主体の小型ボトルが夏場の猛暑効果もあり受注が増加し、飲料用ペットボト

ル全体では前年を大きく上回る販売となりました。 

 また、無菌充填用プリフォームにつきましても、猛暑効果および新規受注を獲得したため、前年を上回

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、醤油および食用油分野において減少となり、食品用ペットボトル

全体では前年を下回る販売となりました。 

 一般成形品につきましては、昨年に引き続き洗剤用ボトルなどの販売は減少し、また、主力の農薬園芸

製品につきましても猛暑の影響により減少したことから、一般成形品全体としては前年を下回る販売とな

りました。 

 エアゾール用空缶につきましては、燃料ボンベ缶が輸入製品の拡大の影響を受けたため減少となりまし

たものの、殺虫剤や消臭芳香剤、人体用エアゾール製品は好調に推移し、また、自動車関連品や塗料用

品、工業用品等についても景気低迷の影響を受けつつもほぼ前年並みの実績となりましたため、エアゾー

ル用空缶全体では前年を若干上回る販売となりました。美術缶につきましては、昨年同様、贈答用品の低

迷が続いたものの、たばこ缶（ピース缶）がたばこ値上げに伴う先行需要により増産となりましたため、

美術缶全体では前年を上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、27,320百万円と前年同期に比べ11.9％の増加となりました。  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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（充填事業） 

ペットボトル製品につきましては、大型ペットボトル分野では前年並みの販売でありましたが、小型ペ

ットボトル分野では、夏場の猛暑効果によりスポーツドリンクや茶系飲料が増産となり、また、その他新

規受注を獲得したことにより、ペットボトル製品全体では前年を上回る販売となりました。 

 缶製品につきましては、夏場の猛暑により炭酸飲料が増加となりましたものの、缶コーヒーが減少とな

りましたため、缶製品全体では前年を若干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61,350百万円と前年同期に比べ13.0％の増加となりました。  

  

（機械製作事業） 

機械製作部門につきましては、缶コーヒー用新缶生産ラインの改造工事や、プラスチックボトル用ブロ

ー金型などが増加し、加えて自動車関連会社向けクラッチ盤関連の省力設備についても新たに受注するこ

とができたため、機械製作部門全体としては前年を上回る結果となりました。 

 エンジニアリング部門におきましては、各種検査機器設置工事や充填事業用純水装置・ろ過設備対応工

事などを受注いたしましたものの、結果としては前年を下回る実績となりました。 

 以上の結果、機械製作事業全体の売上高は1,195百万円と前年同期に比べ140.9％の増加となりました。 

  

以上により、当第2四半期連結累計期間における売上高は、89,866百万円と前年同期比13.5％の増加と

なり、経常利益は4,529百万円（前年同期比75.7％増）、四半期純利益は1,962百万円（前年同期比17.2％

増）となりました。 
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（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は130,928百万円（前連結会計年度末は130,820百万

円）となり108百万円の増加となりました。これは有形固定資産の減少（65,143百万円から62,329百万円

へ2,814百万円の減）がありましたものの、第２四半期は販売数量が増加する時期であるため、受取手形

及び売掛金・電子記録債権が増加（35,962百万円から38,829百万円へ2,867百万円の増）したことが主な

要因であります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は90,959百万円（前連結会計年度末は92,386百万円）

となり1,427百万円の減少となりました。これは未払法人税等の増加（168百万円から1,279百万円へ1,111

百万円の増）及び資産除去債務の計上888百万円がありましたものの、借入金の減少（52,133百万円から

48,364百万円へ3,768百万円の減）が主な要因であります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は39,969百万円（前連結会計年度末は38,433百万

円）となり1,536百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益1,962百万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8,689百万円の増加、投資

活動によるキャッシュ・フローで5,016百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで4,103百万円

の減少がありました。 

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3,336百万円、減価償却費4,397百万

円及び仕入債務の増加2,543百万円並びに、売掛債権の増加に伴う資金の減少額2,739百万円が主な増減要

因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、利根川工場のライン増設等に伴う有形固定資産の取得による支

出4,634百万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11,152百万円の支出及び、長期及び

短期借入れによる収入7,383百万円が主な増減要因であります。 

この結果、当第２四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429百万円

減少し、1,370百万円となりました。 

  
  

通期連結業績予想につきましては、夏場の猛暑効果により、清涼飲料の需要が増加したため、売上高お

よび営業利益が増加し、更に持分法による投資利益が増加することから、平成22年5月14日に公表いたし

ました連結業績予想を修正いたします。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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） 162,000 3,500 3,500 1,200 17.83

    今回発表予想（Ｂ） 164,800 4,000 4,500 1,900 28.24

    増減額（Ｂ-Ａ） 2,800 500 1,000 700

    増減率 1.7% 14.3% 28.6% 58.3%

    （ご参考）前期実績
156,794 4,122 4,415 2,209  32.84

    （平成22年3月期）
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

・「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成

20年３月10日）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。 

  

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20

年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ42百万円減少し、税金等調

整前四半期純利益が724百万円減少しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,370 1,800

受取手形及び売掛金 37,048 35,962

電子記録債権 1,780 －

商品及び製品 3,382 3,928

仕掛品 2,063 1,829

原材料及び貯蔵品 2,204 2,045

繰延税金資産 884 760

その他 3,239 2,967

貸倒引当金 △23 △26

流動資産合計 51,950 49,267

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 21,637 22,337

機械装置及び運搬具（純額） 23,041 25,549

土地 15,889 15,895

リース資産（純額） 531 404

建設仮勘定 699 395

その他（純額） 529 560

有形固定資産合計 62,329 65,143

無形固定資産 825 648

投資その他の資産

投資有価証券 12,706 12,988

長期貸付金 4 6

繰延税金資産 938 605

その他 2,248 2,253

貸倒引当金 △73 △94

投資その他の資産合計 15,823 15,760

固定資産合計 78,978 81,552

資産合計 130,928 130,820
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 29,665 30,482

短期借入金 25,322 29,963

リース債務 187 139

未払法人税等 1,279 168

賞与引当金 691 685

その他 6,882 5,294

流動負債合計 64,029 66,733

固定負債

長期借入金 23,042 22,169

リース債務 465 382

繰延税金負債 40 30

退職給付引当金 2,749 2,776

長期未払金 272 285

その他 358 8

固定負債合計 26,929 25,652

負債合計 90,959 92,386

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 16,918 15,208

自己株式 △21 △21

株主資本合計 38,734 37,024

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △51 332

繰延ヘッジ損益 △0 1

評価・換算差額等合計 △52 333

少数株主持分 1,288 1,075

純資産合計 39,969 38,433

負債純資産合計 130,928 130,820
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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：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 79,185 89,866

売上原価 70,918 79,408

売上総利益 8,267 10,458

販売費及び一般管理費 6,077 6,411

営業利益 2,189 4,046

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 156 161

持分法による投資利益 458 396

受取賃貸料 143 144

その他 99 164

営業外収益合計 857 867

営業外費用

支払利息 372 331

その他 96 53

営業外費用合計 468 384

経常利益 2,578 4,529

特別利益

固定資産売却益 3 0

貸倒引当金戻入額 － 19

その他 － 15

特別利益合計 3 34

特別損失

固定資産除却損 228 402

固定資産売却損 － 129

減損損失 － 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 681

その他 1 7

特別損失合計 229 1,227

税金等調整前四半期純利益 2,351 3,336

法人税、住民税及び事業税 470 1,328

法人税等調整額 56 △179

法人税等合計 527 1,149

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,187

少数株主利益 149 224

四半期純利益 1,674 1,962
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 2,351 3,336

減価償却費 3,545 4,397

減損損失 － 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 11 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36 △26

受取利息及び受取配当金 △157 △162

支払利息 372 331

為替差損益（△は益） 8 －

持分法による投資損益（△は益） △458 △396

ゴルフ会員権評価損 1 2

有形固定資産除売却損益（△は益） 225 532

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 681

売上債権の増減額（△は増加） △2,299 △2,739

たな卸資産の増減額（△は増加） 476 153

その他の資産の増減額（△は増加） 10 △661

仕入債務の増減額（△は減少） 140 2,543

その他の負債の増減額（△は減少） △135 488

未払消費税等の増減額（△は減少） 14 500

その他 △62 4

小計 4,014 8,973

利息及び配当金の受取額 179 184

利息の支払額 △374 △313

法人税等の支払額 △120 △224

法人税等の還付額 324 69

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,023 8,689

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 △4,573 △4,634

有形固定資産の売却による収入 64 83

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － 0

長期前払費用の取得による支出 △27 △21

貸付けによる支出 △2 △1

貸付金の回収による収入 7 3

その他 △24 △446

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,556 △5,016
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（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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 19,806 1,483

短期借入金の返済による支出 △16,346 △5,483

長期借入れによる収入 2,700 5,900

長期借入金の返済による支出 △4,833 △5,668

リース債務の返済による支出 △40 △74

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △252 △252

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 1,025 △4,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 483 △429

現金及び現金同等物の期首残高 2,791 1,800

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,274 1,370
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

 
(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、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、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。 

  

前第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重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

前第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。 

  

(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

24,411 54,278 496 79,185 ― 79,185

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,606 ― 1,909 7,515 △7,515 ―

計 30,017 54,278 2,405 86,701 △7,515 79,185

営業利益又は営業損失(△) 627 2,015 △68 2,574 △385 2,189

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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 １．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能で

あり、経営者が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。 

 当社グループは、飲料缶・食缶等の各種缶詰用空缶及びプラスチック容器を製造販売する「容器事

業」、飲料の受託製造を行う「充填事業」、製缶機械・多種多様な専用機械・金型などを製造販売する

「機械製作事業」の3つを報告セグメントとしております。 

  

 ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

（単位：百万円）

 
（注）１ セグメント利益の調整額△535百万円には、セグメント間取引消去79百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△615百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の一

般管理費であります。 

 ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 （追加情報） 

 第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動はありません。 
  

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
（注）１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２容器事業 充填事業 機械製作事業 計

売上高

 外部顧客への売上高 27,320 61,350 1,195 89,866 ― 89,866

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

6,451 ― 1,547 7,999 △7,999 ―

計 33,771 61,350 2,743 97,865 △7,999 89,866

セグメント利益 1,552 2,869 160 4,582 △535 4,046

(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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