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

23年3月期第3四半期 1,868 △3.4 31 △44.6 33 △53.8 14 △65.1
22年3月期第3四半期 1,935 △1.6 57 ― 72 174.5 41 292.8

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3四半期 6.77 ―
22年3月期第3四半期 19.37 ―

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3四半期 3,289 1,825 54.0 838.55
22年3月期 3,306 1,833 54.0 842.67

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,775百万円 22年3月期  1,784百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
7.50 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  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 2,400 △6.0 25 △67.5 20 △77.8 15 △70.9 7.08



(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、四半期財務諸表に対する四半期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 
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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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3Q 2,142,000株 22年3月期  2,142,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  24,073株 22年3月期  24,023株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 2,117,972株 22年3月期3Q 2,118,107株
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（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23年３月期第３四半期の売上高につきましては、アンプル部門が増加した一方で管瓶部門及

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18億６千８百万円（前年同期比3.4％減）となりま

した。  

 利益面につきましては、製造歩留りの向上や積極的な経費削減に取り組みましたが、前年と比較して営業利益は

３千１百万円（前年同期比44.6％減）、経常利益３千３百万円（同53.8％減）と減少しました。また、特別損失に

投資有価証券評価損３千１百万円及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額として２千６百万円を計上しまし

たが、特別利益として固定資産売却益７千１百万円及び投資有価証券売却益１千２百万円が発生したことにより、

四半期純利益１千４百万円（前年同期比65.1％減）となりました。  

【参考】 

品目別連結売上高 

  

（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３四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１千７百万円減少し32億８千９百万円とな

りました。主な要因は、受取手形及び売掛金（純額）が８千１百万円増加した一方で、有価証券が２千１百万

円、有形固定資産のその他（純額）が２千５百万円及び投資有価証券が４千５百万円減少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９百万円減少し14億６千３百万円となりました。主

な要因は、長期借入金が５千９百万円、資産除却債務が２千８百万円及び繰延税金負債が２千２百万円増加した

一方で、社債が７千万円、未払法人税等が２千４百万円及び賞与引当金が３千６百万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８百万円減少し18億２千５百万円となりました。

主な要因は、その他有価証券評価差額金が７百万円減少したことによるものであります。 

  

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５千３百万円減少し、３億９千６百万円となりました  

 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、６千９百万円（前年同四半期比48.5％減）となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益５千９百万円の計上、減価償却費の増加６千４百万円及び資産除去債務会計基準の適用

に伴う影響額による増加２千６百万円があった一方で、有形固定資産売却益７千１百万円の計上、売上債権の

増加８千２百万円及び賞与引当金の減少３千６百万円や法人税等の支払２千７百万円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） 

 投資活動の結果得られた資金は、４千１百万円（前年同四半期は、２億６千２百万円の減少）となりまし

た。これは主に定期預金の預け入れによる支出１億万円と有形固定資産の取得による支出１千９百万円があっ

た一方で、定期預金の払い戻しによる収入７千９百万円と有形固定資産の売却による収入７千７百万円による

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、２千６百万円（前年同四半期は、２億６千８百万円の増加）となりまし

た。これは主に新規の長期借入金による収入２億円があった一方で、長期借入金の返済による支出１億４千万

円、社債の償還による支出７千万円及び配当金の支払１千５百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期までの業績は概ね予定通り推移しており、平成22年11月２日付に公表した通期業績予想は修正して

いません。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

品  目 
平成22年３月期第３四半期 平成23年３月期第３四半期 

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％） 

アンプル 391 20.2 438 23.4 

管  瓶 1,358 70.2 1,260 67.5 

その他 185 9.6 169 9.1 

合  計 1,935 100.0 1,868 100.0 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 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３四半期連結累計期間の営業利益および経常利益が360千円減少し、税金等調整前四半期純

利益は26,787千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は28,056千

円であります。 

  

② 「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第３四半期連結累計期間では「少数株主損益調整前四半期純利益」、当第３四半期連結会計期間で

は「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 252,828 264,504 

受取手形及び売掛金（純額） 688,116 606,185 

有価証券 240,913 262,718 

商品及び製品 455,561 444,153 

仕掛品 756 2,163 

原材料及び貯蔵品 35,562 41,297 

未収入金 52,622 39,558 

繰延税金資産 19,891 31,884 

その他 16,349 1,200 

流動資産合計 1,762,602 1,693,666 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 314,407 329,173 

機械装置及び運搬具（純額） 185,043 189,378 

土地 446,096 448,316 

その他（純額） 11,606 36,841 

有形固定資産合計 957,153 1,003,710 

無形固定資産 2,053 1,033 

投資その他の資産   

投資有価証券 484,018 529,855 

その他 98,881 93,741 

貸倒引当金 △15,587 △15,587 

投資その他の資産合計 567,312 608,009 

固定資産合計 1,526,519 1,612,753 

資産合計 3,289,122 3,306,419 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 136,270 122,554 

1年内返済予定の長期借入金 194,050 171,500 

1年内償還予定の社債 65,000 70,000 

未払法人税等 321 24,323 

未払事業所税 5,540 7,268 

賞与引当金 20,623 57,149 

その他 108,030 101,625 

流動負債合計 529,836 554,420 

固定負債   

社債 150,000 215,000 

長期借入金 280,650 243,425 

繰延税金負債 102,090 79,237 

退職給付引当金 147,416 162,384 

役員退職慰労引当金 225,681 218,490 

資産除去債務 28,272 － 

固定負債合計 934,110 918,536 

負債合計 1,463,946 1,472,957 

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 1,460,849 1,462,400 

自己株式 △8,412 △8,397 

株主資本合計 1,560,119 1,561,685 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 215,865 223,061 

評価・換算差額等合計 215,865 223,061 

少数株主持分 49,190 48,715 

純資産合計 1,825,176 1,833,462 

負債純資産合計 3,289,122 3,306,419 
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,935,485 1,868,711 

売上原価 1,548,694 1,518,943 

売上総利益 386,790 349,767 

販売費及び一般管理費 329,705 318,150 

営業利益 57,085 31,616 

営業外収益   

受取利息 745 400 

受取配当金 14,790 13,964 

受取賃貸料 6,136 5,167 

その他 4,069 5,507 

営業外収益合計 25,741 25,039 

営業外費用   

支払利息 6,966 7,498 

賃貸費用 － 13,429 

その他 2,917 2,050 

営業外費用合計 9,883 22,978 

経常利益 72,942 33,677 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 12,147 

固定資産売却益 － 71,366 

特別利益合計 － 83,514 

特別損失   

固定資産除却損 － 81 

投資有価証券評価損 － 31,055 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,427 

特別損失合計 － 57,564 

税金等調整前四半期純利益 72,942 59,627 

法人税、住民税及び事業税 8,932 5,076 

法人税等調整額 21,038 39,741 

法人税等合計 29,970 44,817 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14,809 

少数株主利益 1,953 474 

四半期純利益 41,018 14,334 
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 678,561 654,104 

売上原価 536,564 544,998 

売上総利益 141,996 109,106 

販売費及び一般管理費 109,177 103,342 

営業利益 32,819 5,763 

営業外収益   

受取利息 218 101 

受取配当金 5,716 5,770 

受取賃貸料 2,017 1,632 

その他 2,308 2,156 

営業外収益合計 10,260 9,662 

営業外費用   

支払利息 2,309 2,448 

賃貸費用 － 2,132 

その他 2,731 480 

営業外費用合計 5,041 5,060 

経常利益 38,037 10,364 

特別利益   

固定資産売却益 － 71,366 

特別利益合計 － 71,366 

税金等調整前四半期純利益 38,037 81,731 

法人税、住民税及び事業税 △1,029 △8,016 

法人税等調整額 13,164 40,388 

法人税等合計 12,134 32,371 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 49,359 

少数株主利益 2,095 1,337 

四半期純利益 23,807 48,022 
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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 72,942 59,627 

減価償却費 62,954 64,877 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 26,427 

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,314 △36,525 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 180 116 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,249 7,191 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,840 △14,967 

受取利息及び受取配当金 △15,535 △14,364 

支払利息 6,966 7,498 

有形固定資産売却損益（△は益） － △71,366 

売上債権の増減額（△は増加） △214,505 △82,047 

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,381 △4,266 

仕入債務の増減額（△は減少） 13,976 13,715 

未収入金の増減額（△は増加） 575 △13,063 

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,368 △3,422 

その他 7,498 12,360 

小計 △106,338 △48,210 

利息及び配当金の受取額 15,521 14,287 

利息の支払額 △7,039 △8,161 

法人税等の支払額 △37,375 △27,578 

営業活動によるキャッシュ・フロー △135,232 △69,662 

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 △195,926 △100,197 

定期預金の払戻による収入 235,030 79,690 

有形固定資産の取得による支出 △297,363 △19,955 

有形固定資産の売却による収入 － 77,000 

投資有価証券の取得による支出 △1,755 △1,481 

投資有価証券の売却による収入 － 16,318 

その他の支出 △2,920 △9,574 

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,934 41,800 

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 190,000 200,000 

長期借入金の返済による支出 △136,025 △140,225 

社債の発行による収入 250,000 － 

社債の償還による支出 △20,000 △70,000 

配当金の支払額 △15,886 △15,884 

その他の支出 △76 △15 

財務活動によるキャッシュ・フロー 268,011 △26,125 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △130,155 △53,987 

現金及び現金同等物の期首残高 488,221 450,532 

現金及び現金同等物の四半期末残高 358,066 396,544 
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 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、セグメントが単一であるため、記載を省略しております。 

  

（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。 

  

 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

（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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