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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 8,518 △8.0 △192 ― △122 ― △214 ―
22年3月期 9,262 0.4 116 ― 179 550.4 228 428.3

（注）包括利益 23年3月期 △299百万円 （―％） 22年3月期 266百万円 （―％）

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利
益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 △18.51 ― △9.5 △1.2 △2.3
22年3月期 19.76 ― 10.1 1.7 1.3

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 9,668 2,342 21.6 180.33
22年3月期 10,531 2,677 22.9 208.01

（参考） 自己資本   23年3月期  2,087百万円 22年3月期  2,407百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 798 △522 △347 1,123
22年3月期 908 △236 △615 1,195

2.  配当の状況 

(注)平成２４年３月期の配当金額は未定であります。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 34 15.2 1.5
23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 34 ― 1.5
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
平成２４年３月期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定ができないことから、未定のため記載しておりません。なお、当該理
由等は、添付資料2P「経営成績(1)経営成績に関する分析(次期の見通し)」に記載しております。 



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

なお、詳細は、添付資料13P「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 11,600,000 株 22年3月期 11,600,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 24,169 株 22年3月期 23,469 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 11,576,181 株 22年3月期 11,577,460 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 6,363 △12.7 △163 ― △95 ― △194 ―
22年3月期 7,285 3.4 166 182.5 230 103.8 284 138.2

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

23年3月期 △16.84 ―
22年3月期 24.56 ―

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 8,928 2,725 30.5 235.49
22年3月期 9,946 3,025 30.4 261.34

（参考） 自己資本 23年3月期  2,725百万円 22年3月期  3,025百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続を実施中です。 

※ 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。 
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(1)経営成績に関する分析 

①販売の状況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア諸国の景気拡大に支えられ緩やかな景気回復基調の中でスタートし

ましたが、下期に入り急激な円高等の要因もあり不透明な状況が続きました。また、鳥インフルエンザ、口蹄疫に続

き、東日本大震災という未曾有の自然災害が発生し今後の日本経済に対する大きな懸念材料を抱えた中で年度末を迎

えました。 

 製缶業界におきましては、製品需要が構造的に減少している中で、主原料である鉄鋼薄板の価格が上昇するという

高コストの環境がさらに進行する中で推移いたしました。  

 このような中、当社グループの当連結会計年度の販売実績は、 百万円（前年度比 百万円、 ％の減収）と

なりました。 

 主力製品である１８Ｌ缶は、関西地区を商圏とする連結子会社の売上は回復し前年度比増収となりましたが、上期

に発生した取引先の休業の影響並びに東日本大震災の影響を受け、前年度比 百万円、 ％の減収となりました。 

 美術缶は食品業界向けの販売が前年度の反動減、輸出仕様の製品の減少、東日本大震災の影響を受けたことから同

百万円、 ％の減収、その他は同 百万円、 ％の減収となっております。 

 当連結会計年度における生産実績及び販売実績を単一セグメント内の製品別に示すと次のとおりであります。 

 製品別生産高                                    (単位；千円、％)

 製品別売上高                                    (単位；千円、％)

  
②損益の状況 

 当連結会計年度の売上総利益は、売上高の急激な減少により 百万円（前年度比 百万円、同 ％の減少)とな

りました。 

 販売費及び一般管理費は、売上高に連動し運賃及び荷造費は減少しましたが基幹コンピューターシステムの入替に

よる減価償却費の増加等があり 百万円となり、前年度と同水準となりました。 

 この結果、当年度の営業利益は 百万円の損失となり、前年度比 百万円悪化しました。 

 経常利益は、受取配当金の増加 百万円等により営業外収益が前年度比 百万円増加、修繕の発生による不動産賃

貸費用の増加 百万円、支払利息の削減 百万円等により営業外費用が 百万円増加し、 百万円の損失となり前年

度比 百万円悪化しました。 

 税金等調整前当期純利益は、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 百万円等 百万円を計上した

ことにより 百万円の純損失となり前年度比 百万円の悪化となりました。  

 当期純利益は、法人税等調整額 百万円、少数株主損失 百万円等を計上した結果 百万円の純損失となり、前年

度比 百万円の悪化となりました。 

③次期の見通し 

 平成24年３月期の見通しにつきましては、現時点では東日本大震災の影響、および夏季電力削減の影響を見極めて

おり、開示が可能となった段階で、速やかに開示いたします。 

 東日本大震災による当社グループの生産設備・体制への被害は軽微であり既に通常の生産が可能な状態となってい

ますが、以下の要因が不確定となっております。  

・取引先工場の一部に製造休止中の先があり、生産開始の時期と生産量の見込みが不確定であります。 

・一部の原材料(樹脂・フィルム)の円滑な調達に支障が生じており、調達再開・代替品への切替等の時期が不確定

となっております。 

・塗料、食品関連業界等への販売は復興需要の本格化により増加する可能性がありますが、一方で取引先の電力削

減計画の影響により減少する可能性もあります。  

１．経営成績

8,518 743 8.0

86 1.5

647 21.7 9 2.0

  前期(21.4～22.3)  当期(22.4～23.3)  比較 
品名 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

18Ｌ缶 5,687,142 61.5 5,584,968 65.3  △102,174 △1.8

美術缶 3,075,930 33.3 2,496,607 29.2  △579,323 △18.8

その他 485,505 5.2 475,684 5.5  △9,820 △2.0

合計 9,248,578 100.0 8,557,260 100.0  △691,318 △7.5

  前期（21.4～22.3） 当期（22.4～23.3） 比較 

品名 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

18Ｌ缶 5,793,169 62.6 5,706,444 67.0  △86,725 △1.5

美術缶 2,983,913 32.2 2,336,838 27.4  △647,075 △21.7

その他 485,505 5.2 475,684 5.6  △9,821 △2.0

合計 9,262,588 100.0 8,518,968 100.0  △743,620 △8.0

940 308 24.7

1,132

192 309

14 25

24 14 19 122

302

13 31

154 344

60 12 214

443
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(2)財政状態に関する分析  

(資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析) 

①資産の状況 

 総資産は 百万円となり、前年度末対比 百万円の減少となりました。当年度における主な増減要因は、以下

のとおりであります。 

a.流動資産は、以下の要因で 百万円の減少となりました。 

 主な増加要因は、震災の影響による突然の出荷停止に伴うたな卸資産の増加 百万円等であり、主な減少要因は

現金及び預金の減少 百万円、売上債権の資金化による受取手形及び売掛金の減少 百万円、繰延税金資産の減少

百万円等であります。 

b.固定資産は、有形固定資産の減少 百万円、無形固定資産の増加 百万円、投資その他の資産の減少 百万円に

より 百万円の減少となりました。 

各資産の増減内容は以下のとおりとなっております。 

・有形固定資産の主な増加要因は設備の取得による増加 百万円等であり、主な減少要因は減価償却による減少

百万円等であります。 

・無形固定資産の主な増加要因は、基幹ソフトウエアシステムの取得 百万円等であり、主な減少要因は減価償却

による減少 百万円等であります。 

・投資その他の資産の主な減少要因は、株価下落等による投資有価証券の減少 百万円、賃貸不動産の減価償却等

による減少 百万円等であります。  

②負債の状況 

 負債合計は 百万円となり、前年度末対比 百万円の減少となりました。 

当年度における主な増減要因は、以下のとおりであります。 

a.流動負債は、以下の要因により、 百万円の減少となりました。 

 主な増加要因は、支払手形及び買掛金の増加 百万円であり、主な減少要因は、短期有利子負債(短期借入金・１

年内返済予定の長期借入金)の減少 百万円、未払法人税等の減少 百万円、賞与引当金の減少 百万円、未払消

費税の減少 百万円・未払金の減少 百万円・設備関係支払手形の減少 百万円等によるその他の減少 百万円等

であります。 

b.固定負債は、以下の要因により、 百万円の減少となりました。 

 主な減少要因は、投資有価証券の時価下落などによる繰延税金負債の減少 百万円、退職給付引当金の減少 百

万円、長期預り金の返済によるその他の負債の減少 百万円であります。 

③純資産の状況 

 純資産合計は 百万円となり、前年度末対比 百万円の減少となりました。 

 当年度における主な減少要因は、利益剰余金の減少 百万円(当期純損失 百万円、配当金の支払額 百万円)、

その他有価証券評価差額金の減少 百万円等、少数株主持分の減少 百万円等であります。 

(キャッシュ・フローの状況) 

 当年度末における現金及び現金同等物の残高は 百万円となり、前年度末対比 百万円の減少となりました。 

当年度における主な増減要因は、以下のとおりであります。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入となりましたが、主なプラス要因は、減価償却費 百万

円、売上債権の減少 百万円等であり、主なマイナス要因は、税金等調整前当期純損失 百万円、たな卸資産の増

加 百万円、退職給付引当金の減少 百万円、法人税等の支払額 百万円等であります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出となりましたが、主なマイナス要因は、有形固定資産の取得

による支出 百万円、無形固定資産の取得による支出 百万円、長期預り金の返還による支出 百万円等でありま

す。 
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2,342 334

249 214 34

71 14

1,123 72

798 494

784 154

252 57 77

522

282 162 67

日本製罐株式会社 (5905)　平成２３年３月期　決算短信

3



③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出となりましたが、主なマイナス要因は、長短有利子負債の減

少 百万円、配当金の支払 百万円、ファイナンス・リース債務の返済 百万円等であります。 

 (参考)キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。  

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

①基本方針 

 当社は、株主還元の充実のため安定配当を継続することを経営の 重要課題と考えております。 

②当期の配当 

 当連結会計年度の業績状況は前述のとおりであり、前年度に対し著しく悪化しておりますが、当期の普通配当は従

来と同様１株３円とさせていただきたく存じます。 

②次期の配当 

 次期につきましても安定配当を重視する観点は不変ですが、次期の見通しが不確定なことから未定とさせていただ

き、配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定であります。 

347

297 34 15

    19／3期 20／3期 21／3期 22／3期 
23／3期 
(当期) 

 自己資本比率
(自己資本／総資本)；％  連結 27.4 21.5 20.1  22.9 21.6

 時価ベースの自己資本比率 
(株式時価総額/総資産)；％ 

 連結  15.9  11.6  8.1  11.9  11.1

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 
(有利子負債／営業ＣＦ)；年  

 連結  8.0  －  6.1  4.3  4.5

 インタレスト・カバレッジ・レシオ 
(営業ＣＦ／利払い)；倍  連結  5.9  0.1  7.5  10.8  11.5
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(1)会社の経営の基本方針 

  当社は総合的容器メーカーを指向しつつも、当面は当社の強みであるスチール缶専業メーカーとして、顧客のニ

ーズに機敏に即応しその満足度を 大限頂きつつ、顧客とともに発展すること、その結果として株主各位、仕入取

引先、従業員にとって魅力のある企業となることを、連結子会社の太陽製罐株式会社ともども、経営の基本方針と

しております。 

  容器の素材は逐年多様化が進み、スチール缶の需要が今後増大する可能性は低いものと認識しており、それだけ

に顧客ニーズへの対応力や価格競争力の優位性を確立し、業界再編時のリーダーシップを確保することが当社の生

命線と考えております。 

(2)目標とする経営指標  

・連結売上高        百万円 

 一定の売上規模は企業経営上重要な指標であり、経営環境の実勢を勘案し、目標として 億円を設定しておりま

す。 

・総資本営業利益率       ％    

 当社の本業の製缶事業による収益である営業利益の増強と使用資本の効率を追及する指標として本比率を採用し

ております。 

・連結有利子負債の圧縮 

  借入過多体質からの早期脱却を指向し、かねてより「投資活動を原則として工場合理化投資に限定の上全体とし

て抑制し、営業活動によるキャッシュ・フローを財務活動に重点的に振り向け外部負債の圧縮を進める」というキ

ャッシュ・フロー政策を継続してまいりましたが、この方針は不変であります。 

 当年度末（平成23年３月期）の連結有利子負債残高 百万円を、平成27年３月期末に 百万円まで圧縮す

ることを目標といたしております。  

(3)中長期的な会社の経営戦略 

  当社と子会社太陽製罐株式会社の２社で構成される当企業集団は、18Ｌ缶業界でトップクラスのシェアを有して

おり、関東地区を主な商圏とする当社及び関西地区を主な商圏とする太陽製罐株式会社それぞれが、各々の商圏で

営業基盤を確固としたものにするとともに相連携してシナジー効果を追求することを中長期的経営戦略としており

ます。      

そして次の３つの経営課題に取組み、安定収益体質へ回復するための企業努力を積み重ねてまいります。 

①「顧客にご満足いただける製罐を通じて社会の発展に寄与する」という基本方針のもと「高い品質の包装容器

を安定的且つ継続的に供給する企業」となること。 

②グループとして一定の企業規模を確保しつつ経営の効率化を推進し営業利益重視の運営を行い、強い企業体質

を構築すること。 

③今後相乗効果の発揮し得る同業他社との資本・技術・業務提携の機会があれば積極的にそれを推進すると共

に、当社の保有する技術の応用発展により新しい需要分野の開拓を目指すこと。  

(4)会社の対処すべき課題 

 製缶業界を取巻く環境は、人口減少・低調な設備投資・代替素材の開発による内需の減少傾向が続く中で、主原

料である鋼材価格、印刷価格は高水準のまま推移しております。 

 かかる環境下、当社は成長への軌道に乗るための重要課題として以下の事項に取組んでまいる所存であります。 

①収益体質の強化 

 製造面、販売面でのコストの上昇を速やかに販売価格に反映出来る強い営業体制を構築していくことが喫緊の課

題となっております。 

 そのためには、お取引先からの継続的な信頼を得ることが重要であり、品質の維持向上に向けた不断の努力と、

あらゆるコストの削減策を実行に移し、価格競争力を向上していくことが重要と捉えております。 

②財務上の課題 

 当社単体の有利子負債残高は平成23年３月末において短期借入金 百万円、長期借入金・社債（含む１年内）

百万円、合計 百万円であり、前述のとおり依然借入過多体質にあります。 

 金融情勢の急激な変化による金利水準の大きな変動がある場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があり、有利

子負債の圧縮は依然当社の財務上の 大の課題となっております。  

２．経営方針

10,000

100

2.0

3,577 3,000

810

2,477 3,287
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,195,212 1,123,031

受取手形及び売掛金 2,769,450 1,977,874

商品及び製品 101,011 128,951

仕掛品 382,699 489,215

原材料及び貯蔵品 170,854 288,833

繰延税金資産 50,116 －

その他 23,235 68,934

貸倒引当金 △8,766 △5,535

流動資産合計 4,683,814 4,071,305

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,287,333 5,354,728

減価償却累計額 △3,036,769 △3,188,297

建物及び構築物（純額） 2,250,564 2,166,431

機械装置及び運搬具 6,308,425 6,374,331

減価償却累計額 △5,490,531 △5,615,989

機械装置及び運搬具（純額） 817,894 758,341

土地 248,511 248,511

リース資産 78,190 70,359

減価償却累計額 △33,706 △39,351

リース資産（純額） 44,483 31,008

建設仮勘定 47,748 11,074

その他 400,526 441,808

減価償却累計額 △346,371 △386,582

その他（純額） 54,154 55,225

有形固定資産合計 3,463,357 3,270,592

無形固定資産   

リース資産 4,781 2,638

その他 93,162 195,221

無形固定資産合計 97,944 197,860

投資その他の資産   

投資有価証券 1,367,546 1,252,720

賃貸不動産 1,496,202 1,495,308

減価償却累計額 △594,900 △640,554

賃貸不動産（純額） 901,301 854,753

長期貸付金 5,865 2,361

その他 11,476 26,769

貸倒引当金 － △7,389

投資その他の資産合計 2,286,189 2,129,215

固定資産合計 5,847,490 5,597,668

資産合計 10,531,305 9,668,973

日本製罐株式会社 (5905)　平成２３年３月期　決算短信

6



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,437,122 2,527,067

短期借入金 1,412,000 1,100,000

1年内返済予定の長期借入金 855,000 872,000

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 15,619 13,960

未払法人税等 44,730 7,455

賞与引当金 96,680 84,260

その他 451,708 361,618

流動負債合計 5,372,860 5,026,361

固定負債   

社債 60,000 －

長期借入金 1,487,000 1,545,000

リース債務 33,646 19,686

繰延税金負債 487,476 449,428

退職給付引当金 167,400 110,382

役員退職慰労引当金 102,651 83,062

資産除去債務 － 14,993

その他 142,673 77,068

固定負債合計 2,480,848 2,299,620

負債合計 7,853,708 7,325,982

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,000 630,000

資本剰余金 136,773 136,773

利益剰余金 1,283,103 1,034,066

自己株式 △3,455 △3,523

株主資本合計 2,046,421 1,797,317

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 361,568 290,127

その他の包括利益累計額合計 361,568 290,127

少数株主持分 269,606 255,546

純資産合計 2,677,596 2,342,991

負債純資産合計 10,531,305 9,668,973
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 9,262,588 8,518,968

売上原価 8,013,756 7,578,584

売上総利益 1,248,832 940,383

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 353,970 341,111

従業員給料及び手当 288,659 285,229

役員報酬 99,416 104,578

賞与引当金繰入額 32,621 22,595

支払手数料 96,462 106,352

減価償却費 41,187 54,128

その他 219,781 218,734

販売費及び一般管理費合計 1,132,099 1,132,730

営業利益又は営業損失（△） 116,732 △192,347

営業外収益   

受取利息 744 451

受取配当金 21,871 36,326

不動産賃貸料 217,665 218,314

その他 16,538 27,088

営業外収益合計 256,819 282,179

営業外費用   

支払利息 84,172 69,974

手形売却損 7,755 8,971

不動産賃貸費用 52,282 76,835

賃貸建物減価償却費 46,270 46,003

その他 3,181 10,978

営業外費用合計 193,662 212,763

経常利益又は経常損失（△） 179,890 △122,930

特別利益   

固定資産売却益 1,097 －

投資有価証券売却益 25,053 12

貸倒引当金戻入額 983 －

その他  195

特別利益合計 27,135 207

特別損失   

固定資産売却損 523 －

固定資産除却損 16,189 4,533

投資有価証券評価損 － 199

貸倒引当金繰入額 － 4,158

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,817

環境対策費 － 8,612

その他 126 －

特別損失合計 16,839 31,321

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

190,186 △154,044

法人税、住民税及び事業税 36,257 12,740

法人税等調整額 △37,733 60,450

法人税等合計 △1,476 73,190

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △227,235

少数株主損失（△） △37,050 △12,928

当期純利益又は当期純損失（△） 228,712 △214,306
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

－ △227,235

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △72,573

繰延ヘッジ損益 － －

為替換算調整勘定 － －

持分法適用会社に対する持分相当額 － －

その他の包括利益合計 － △72,573

包括利益 － △299,808

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △285,748

少数株主に係る包括利益 － △14,060
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 630,000 630,000

当期末残高 630,000 630,000

資本剰余金   

前期末残高 136,773 136,773

当期末残高 136,773 136,773

利益剰余金   

前期末残高 1,089,125 1,283,103

当期変動額   

剰余金の配当 △34,735 △34,729

当期純利益 228,712 △214,306

当期変動額合計 193,977 △249,036

当期末残高 1,283,103 1,034,066

自己株式   

前期末残高 △3,280 △3,455

当期変動額   

自己株式の取得 △175 △67

当期変動額合計 △175 △67

当期末残高 △3,455 △3,523

株主資本合計   

前期末残高 1,852,619 2,046,421

当期変動額   

剰余金の配当 △34,735 △34,729

当期純利益 228,712 △214,306

自己株式の取得 △175 △67

当期変動額合計 193,802 △249,104

当期末残高 2,046,421 1,797,317

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 289,436 361,568

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 72,131 △71,441

当期変動額合計 72,131 △71,441

当期末残高 361,568 290,127

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 289,436 361,568

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 72,131 △71,441

当期変動額合計 72,131 △71,441

当期末残高 361,568 290,127

少数株主持分   

前期末残高 303,534 269,606

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,928 △14,060

当期変動額合計 △33,928 △14,060

当期末残高 269,606 255,546
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 2,445,590 2,677,596

当期変動額   

剰余金の配当 △34,735 △34,729

当期純利益 228,712 △214,306

自己株式の取得 △175 △67

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,203 △85,501

当期変動額合計 232,005 △334,605

当期末残高 2,677,596 2,342,991
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

190,186 △154,044

減価償却費 513,487 494,095

有形固定資産除却損 16,189 4,533

有形固定資産売却損益（△は益） △574 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △12

投資有価証券評価損益（△は益） △25,053 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,817

その他の特別損益（△は益） － 8,811

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,272 4,158

受取利息及び受取配当金 △22,615 △36,777

支払利息 84,172 69,974

売上債権の増減額（△は増加） △139,892 784,186

たな卸資産の増減額（△は増加） 217,679 △252,434

仕入債務の増減額（△は減少） 20,670 89,945

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,713 △57,018

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,984 △19,588

その他の流動資産の増減額（△は増加） 20,982 △19,204

その他の流動負債の増減額（△は減少） 79,626 △9,678

賞与引当金の増減額（△は減少） 37,035 △12,420

小計 974,923 908,344

利息及び配当金の受取額 22,615 36,777

利息の支払額 △84,527 △69,427

法人税等の支払額 △4,697 △77,586

営業活動によるキャッシュ・フロー 908,313 798,106

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 △197,296 △282,114

有形固定資産の売却による収入 2,562 －

無形固定資産の取得による支出 △10,077 △162,281

投資有価証券の取得による支出 △6,690 △6,346

投資有価証券の売却による収入 45,633 29

貸付けによる支出 △4,128 △1,245

貸付金の回収による収入 5,337 4,749

長期預り金の返還による支出 △69,726 △67,704

長期預り金の受入による収入 108 2,099

その他の収入 4,924 －

その他の支出 △6,873 △10,057

投資活動によるキャッシュ・フロー △236,226 △522,871

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 118,000 100,000

短期借入金の返済による支出 △547,000 △412,000

社債の償還による支出 △60,000 △60,000

長期借入れによる収入 820,000 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △880,000 △925,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △31,185 △15,619

自己株式の取得による支出 △175 △67

配当金の支払額 △34,735 △34,729

財務活動によるキャッシュ・フロー △615,096 △347,416

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,990 △72,181

現金及び現金同等物の期首残高 1,138,221 1,195,212

現金及び現金同等物の期末残高 1,195,212 1,123,031
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該当事項はありません。  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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、営業利益、経常利益はそれぞれ 千円、税金等調整前当期純利益は 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 千円であります。 

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「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

き、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純損失」の科目で表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

当連結会計年度より、「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

き、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△)」の科目

で表示しております。 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

351 14,169

14,855

（７）表示方法の変更

（８）追加情報

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度（平成22年３月31日） 当連結会計年度（平成23年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 担保資産及び担保付債務 

a.担保資産 
賃貸不動産      千円（帳簿価額）899,619

a.担保資産 
賃貸不動産      千円（帳簿価額）853,283

投資有価証券      千円（帳簿価額）164,320

b.担保付債務 b.担保付債務 
短期借入金    千円582,000
１年内返済予定の長期借入金   千円 632,000
長期借入金    千円 1,136,000

計   千円 2,350,000

短期借入金    千円520,000
１年内返済予定の長期借入金   千円 626,000
長期借入金    千円 1,330,320

計   千円 2,476,320
２  受取手形割引高    千円 739,931 ２  受取手形割引高    千円 602,879

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日至 平成23年３月31日） 

  

※１ 当期製造費用に含まれる研究開発費 千円4,463

※２ 

  

売上原価に算入されている期末棚卸高に係る収益性

の低下に伴う簿価切下額  

    千円12,790

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  機械装置及び運搬具     千円928

  工具器具備品  千円169

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  機械装置及び運搬具 千円523

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  建物及び構築物 千円4,791

  機械装置及び運搬具   千円9,408

  工具、器具及び備品   千円1,711

  ソフトウエア 千円278

※１ 当期製造費用に含まれる研究開発費 千円4,045

※２ 

  

売上原価に算入されている期末棚卸高に係る収益性

の低下に伴う簿価切下額  

    千円10,019

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  機械装置及び運搬具 千円4,090

  工具、器具及び備品 千円83

  ソフトウエア 千円360
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  
※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  
※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 千円 300,844
少数株主に係る包括利益  △33,928

計  266,916

その他有価証券評価差額金 千円75,254
繰延ヘッジ損益 －
為替換算調整勘定  －

計  75,254

(連結株主資本等変動計算書関係)

  
 前連結会計年度末 
 株式数    （株） 

 当連結会計年度 
 増加株式数 （株）

 当連結会計年度 
 減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数    （株） 

発行済株式         

普通株式  11,600,000  －  －  11,600,000

合計  11,600,000  －  －  11,600,000

自己株式         

普通株式(注)  21,611  1,858  －  23,469

 合計  21,611  1,858  －  23,469

1,858

（決議） 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成21年6月26日 
定時株主総会 

普通株式  34,735  3.0 平成21年3月31日 平成21年6月29日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり 
 配当額(円）

基準日 効力発生日 

平成22年6月29日
定時株主総会 

普通株式  34,729  利益剰余金  3.0 平成22年3月31日 平成22年6月30日

  
 前連結会計年度末 
 株式数    （株） 

 当連結会計年度 
 増加株式数 （株）

 当連結会計年度 
 減少株式数（株） 

当連結会計年度末 
株式数    （株） 

発行済株式         

普通株式  11,600,000  －  －  11,600,000

合計  11,600,000  －  －  11,600,000

自己株式         

普通株式(注)  23,469  700  －  24,169

 合計  23,469  700  －  24,169

700

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり 
 配当額(円）

基準日 効力発生日 

平成22年6月29日
定時株主総会 

普通株式  34,729  利益剰余金  3.0 平成22年3月31日 平成22年6月30日

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり 
 配当額(円）

基準日 効力発生日 

平成23年6月29日
定時株主総会 

普通株式  34,727  利益剰余金  3.0 平成23年3月31日 平成23年6月30日
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 前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  当社グループは金属缶の専門メーカーとして、同一セグメントに属する金属缶（18Ｌ缶及び美術缶）の製

造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。  

 前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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、該当事項はありません。 

 前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

当社グループは、金属缶の製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日    至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日    至 平成23年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成22年3月31日現在） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成23年3月31日現在） 

   ―――――――――  

現金及び預金勘定       千円1,195,212

現金及び現金同等物       千円1,195,212

２ 重要な非資金取引の内容 
 当連結会計年度より適用した「資産除去債務に関する

会計基準」に係る資産及び負債の額は、それぞれ以下の

とおりです。 

  

現金及び預金勘定       千円1,123,031

現金及び現金同等物       千円1,123,031

 （資産） （千円）

建物及び構築物  13,616

減価償却累計額  12,792

建物及び構築物（純額）  823

 （負債） （千円）

資産除去債務  14,993

(セグメント情報等)

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報
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(税効果会計)

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳                     （千円） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳                     （千円） 

  

 繰延税金資産（流動）  

・貸倒引当金損金繰入限度額超過額  

・賞与引当金損金繰入限度額超過額 

 

 

671

38,672

・未払事業税否認  4,955

・未払事業所税否認   7,386

・未払費用否認  5,292

・棚卸評価損  5,116

繰延税金資産（流動）小計  62,093

・評価性引当額  △11,977

繰延税金資産（流動）の純額  50,116

繰延税金資産（固定）   

・退職給付引当金損金繰入限度超過額  66,960

・役員退職慰労引当金  41,060

・出資金評価損  24,284

・退職給付信託  43,794

・繰越欠損金   40,584

繰延税金資産（固定）小計  216,684

・評価性引当額  △199,000

繰延税金資産（固定）合計  17,683

繰延税金負債（固定）   

・土地圧縮積立金   13,264

・固定資産圧縮積立金  248,485

・その他有価証券評価差額金  243,409

繰延税金負債（固定）小計  505,160

繰延税金負債（固定）の純額  487,476

 繰延税金資産（流動）  

・貸倒引当金損金繰入限度額超過額  

・賞与引当金損金繰入限度額超過額 

 

 

1,477

33,704

・未払事業税否認  1,098

・未払事業所税否認   7,427

・未払費用否認  13,401

・棚卸評価損  4,007

・環境対策費用  3,444

繰延税金資産（流動）小計  64,562

・評価性引当額  △64,562

繰延税金資産（流動）の純額  0

繰延税金資産（固定）   

・退職給付引当金損金繰入限度超過額  44,152

・役員退職慰労引当金  33,224

・出資金評価損  23,139

・退職給付信託  44,368

・繰越欠損金   122,587

・資産除去債務  5,997

繰延税金資産（固定）小計  273,470

・評価性引当額  △273,470

繰延税金資産（固定）合計  0

繰延税金負債（固定）   

・土地圧縮積立金   13,264

・固定資産圧縮積立金  240,806

・その他有価証券評価差額金  195,027

・その他  329

繰延税金負債（固定）小計  449,428

繰延税金負債（固定）の純額  449,428

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 %40.0

（調整） 

・交際費等永久に損金に算入されない項目 

  

%3.7

・受取配当金等永久に益金に算入されない項目 %△2.6

・住民税の均等割  %0.4

・前期一時差異の修正 %△4.5

・評価性引当額の増減 %△33.0

・その他 %△4.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 %△0.7

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税金等調整前当期純損失を計上し

ているため記載しておりません。 
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前連結会計年度（平成22年３月31日） 

１．売買目的有価証券・満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。  

２．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）   

  

当連結会計年度（平成23年３月31日） 

１．売買目的有価証券・満期保有目的の債券で時価のあるもの 

該当事項はありません。  

２．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが

極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。  

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）   

  

(有価証券関係)

  種類 連結貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  1,231,018  590,105  640,913

(2）債券  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,231,018  590,105  640,913

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  93,065  125,454  △32,389

(2）債券  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  93,065  125,454  △32,389

合計  1,324,084  715,559  608,524

43,462

 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

株式   45,633  25,053  －

  種類 連結貸借対照表計上額（千円） 取得原価（千円） 差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  977,660  454,363  523,297

(2）債券  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  977,660  454,363  523,297

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式  231,797  267,525  △35,727

(2）債券  

国債・地方債等  －  －  －

社債  －  －  －

その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  231,797  267,525  △35,727

合計  1,209,458  721,888  487,569

43,262

 種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

株式   29  12  －

日本製罐株式会社 (5905)　平成２３年３月期　決算短信

17



 リース取引関係、関連当事者情報、金融商品関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプショ

ン等関係、企業結合等関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係、開示対象特別目的会社関係に関する事項につ

いては決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

(開示の省略)

(１株当たり情報)

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額    円208.01

１株当たり当期純利益金額 円19.76

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

１株当たり純資産額    円180.33

１株当たり当期純利益金額 円△18.51

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益                （千円）  228,712  △214,306

普通株主に帰属しない金額       （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益    (千円）  228,712  △214,306

期中平均株式数                  （株）  11,577,460  11,576,181

  
前連結会計年度末 

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 

純資産の部の合計額           (千円)  2,677,596  2,342,991

純資産の部の合計額から控除する金額(千円)  269,606  255,546

 (うち少数株主持分)  (269,606)  (255,546)

普通株式に係る期末の純資産額      (千円)  2,407,990  2,087,444

1株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数        (株) 
 11,576,531  11,575,831

(重要な後発事象)
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,052,272 970,620

受取手形 176,999 178,819

売掛金 1,963,144 1,160,434

商品及び製品 85,922 113,553

仕掛品 224,238 282,956

原材料及び貯蔵品 53,525 67,887

前払費用 13,876 13,609

繰延税金資産 50,116 －

未収入金 3,280 29,364

その他 144 13,378

貸倒引当金 △8,766 △5,535

流動資産合計 3,614,752 2,825,089

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,655,742 4,702,879

減価償却累計額 △2,555,144 △2,677,485

建物（純額） 2,100,597 2,025,394

構築物 143,268 159,309

減価償却累計額 △122,859 △137,074

構築物（純額） 20,409 22,235

機械及び装置 5,243,863 5,294,905

減価償却累計額 △4,573,837 △4,658,783

機械及び装置（純額） 670,026 636,121

車両運搬具 45,547 48,807

減価償却累計額 △43,664 △45,194

車両運搬具（純額） 1,882 3,613

工具、器具及び備品 283,548 309,999

減価償却累計額 △237,093 △269,556

工具、器具及び備品（純額） 46,454 40,443

土地 108,232 108,232

リース資産 36,325 28,495

減価償却累計額 △20,391 △20,312

リース資産（純額） 15,934 8,183

建設仮勘定 47,748 11,074

有形固定資産合計 3,011,285 2,855,297

無形固定資産   

電話加入権 577 577

ソフトウエア 92,100 178,502

リース資産 4,781 2,638

無形固定資産合計 97,459 181,717
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,277,888 1,164,147

賃貸不動産 1,496,202 1,495,308

減価償却累計額 △594,900 △640,554

賃貸不動産（純額） 901,301 854,753

関係会社株式 1,029,182 1,029,182

出資金 850 850

従業員に対する長期貸付金 5,525 1,525

破産更生債権等 － 7,389

長期前払費用 2,433 9,242

その他 5,708 6,802

貸倒引当金 － △7,389

投資その他の資産合計 3,222,888 3,066,503

固定資産合計 6,331,634 6,103,518

資産合計 9,946,387 8,928,607
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 274,730 253,481

買掛金 1,683,202 1,584,052

短期借入金 1,122,000 810,000

1年内返済予定の長期借入金 855,000 872,000

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

リース債務 9,895 8,236

未払金 116,631 97,799

未払費用 68,589 61,457

未払法人税等 39,783 1,978

未払事業所税 18,467 18,569

未払消費税等 22,073 －

預り金 102,169 98,290

賞与引当金 72,205 63,047

設備関係支払手形 72,591 50,021

その他 － 1,100

流動負債合計 4,517,337 3,980,035

固定負債   

社債 60,000 －

長期借入金 1,487,000 1,545,000

リース債務 10,821 2,585

繰延税金負債 481,566 445,404

長期預り金 142,673 77,068

退職給付引当金 125,135 64,928

役員退職慰労引当金 96,448 76,859

資産除去債務 － 10,777

固定負債合計 2,403,644 2,222,622

負債合計 6,920,982 6,202,658
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,000 630,000

資本剰余金   

資本準備金 136,773 136,773

資本剰余金合計 136,773 136,773

利益剰余金   

利益準備金 157,500 157,500

その他利益剰余金   

別途積立金 1,395,866 1,395,866

土地圧縮積立金 19,565 19,565

固定資産圧縮積立金 364,558 352,828

退職手当積立金 6,000 6,000

繰越利益剰余金 △37,652 △255,566

利益剰余金合計 1,905,837 1,676,193

自己株式 △3,455 △3,523

株主資本合計 2,669,155 2,439,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 356,249 286,505

評価・換算差額等合計 356,249 286,505

純資産合計 3,025,404 2,725,949

負債純資産合計 9,946,387 8,928,607
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 7,285,411 6,363,188

売上原価   

製品期首たな卸高 111,755 85,922

当期製品製造原価 6,272,300 5,738,990

合計 6,384,055 5,824,912

製品期末たな卸高 95,431 122,290

売上原価 6,288,624 5,702,622

売上総利益 996,787 660,566

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 272,072 251,397

従業員給料及び手当 204,575 205,469

役員報酬 76,198 80,032

賞与引当金繰入額 24,877 16,335

支払手数料 78,499 83,934

減価償却費 30,222 41,140

役員退職慰労引当金繰入額 10,153 11,211

貸倒引当金繰入額 831 －

その他 132,570 134,307

販売費及び一般管理費合計 830,000 823,828

営業利益又は営業損失（△） 166,787 △163,261

営業外収益   

受取利息 727 438

受取配当金 20,508 34,611

不動産賃貸料 217,665 218,314

雑収入 9,062 15,835

営業外収益合計 247,964 269,199

営業外費用   

支払利息 75,043 62,466

社債利息 2,753 1,559

手形売却損 6,712 6,691

売上債権売却損 703 7,626

雑損失 61 8

不動産賃貸費用 52,282 76,835

賃貸建物減価償却費 46,270 46,003

営業外費用合計 183,826 201,189

経常利益又は経常損失（△） 230,924 △95,252
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 1,097 －

投資有価証券売却益 25,053 12

貸倒引当金戻入額 983 －

特別利益合計 27,135 12

特別損失   

固定資産売却損 523 －

固定資産除却損 12,470 4,493

投資有価証券評価損 － 199

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,601

環境対策費 － 8,612

貸倒引当金繰入額 － 4,158

特別損失合計 12,993 27,064

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 245,066 △122,303

法人税、住民税及び事業税 36,257 12,160

法人税等調整額 △75,478 60,450

法人税等合計 △39,221 72,610

当期純利益又は当期純損失（△） 284,288 △194,914
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 630,000 630,000

当期末残高 630,000 630,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 136,773 136,773

当期末残高 136,773 136,773

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 157,500 157,500

当期末残高 157,500 157,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,395,866 1,395,866

当期末残高 1,395,866 1,395,866

土地圧縮積立金   

前期末残高 19,565 19,565

当期末残高 19,565 19,565

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 376,323 364,558

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △11,765 △11,730

当期変動額合計 △11,765 △11,730

当期末残高 364,558 352,828

退職手当積立金   

前期末残高 6,000 6,000

当期末残高 6,000 6,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △298,971 △37,652

当期変動額   

剰余金の配当 △34,735 △34,729

当期純利益 284,288 △194,914

固定資産圧縮積立金の取崩 11,765 11,730

当期変動額合計 261,318 △217,914

当期末残高 △37,652 △255,566

利益剰余金合計   

前期末残高 1,656,284 1,905,837

当期変動額   

剰余金の配当 △34,735 △34,729

当期純利益 284,288 △194,914

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

当期変動額合計 249,553 △229,644

当期末残高 1,905,837 1,676,193
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △3,280 △3,455

当期変動額   

自己株式の取得 △175 △67

当期変動額合計 △175 △67

当期末残高 △3,455 △3,523

株主資本合計   

前期末残高 2,419,777 2,669,155

当期変動額   

剰余金の配当 △34,735 △34,729

当期純利益 284,288 △194,914

自己株式の取得 △175 △67

当期変動額合計 249,377 △229,712

当期末残高 2,669,155 2,439,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 288,800 356,249

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67,448 △69,743

当期変動額合計 67,448 △69,743

当期末残高 356,249 286,505

純資産合計   

前期末残高 2,708,578 3,025,404

当期変動額   

剰余金の配当 △34,735 △34,729

当期純利益 284,288 △194,914

自己株式の取得 △175 △67

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 67,448 △69,743

当期変動額合計 316,826 △299,455

当期末残高 3,025,404 2,725,949
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（１）組織変更 

  技術力の更なる強化を図るため、技術開発部を技術部と改称し、技術開発機能に加え生産技術機能も強化する。

  

（２）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  

② その他の役員の異動 

・退任予定監査役    

   監査役(非常勤)           川 俣  満 雄   

  

・新任監査役候補 

   監査役(非常勤)           関 根  英 俊 （関根英俊税理士事務所） 

  

・役職の異動 

   取締役技術部長           城 座  隆 夫 （現取締役技術開発部長) 

  

③ 就任予定日 

   平成23年６月29日 

（３）その他 

   該当事項はありません。 

  

５．その他
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