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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 665 14.6 22 49.1 29 35.9 16 ―
23年3月期第1四半期 581 △4.7 14 68.5 21 14.7 △32 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 15百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △58百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 7.71 ―
23年3月期第1四半期 △15.53 ―

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

24年3月期第1四半期 3,350 1,790 52.1 823.64
23年3月期 3,209 1,790 54.4 823.52
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,744百万円 23年3月期  1,744百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

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） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,250 2.9 20 △22.6 20 △14.2 10 ― 4.72
通期 2,450 1.2 25 ― 30 ― 20 ― 9.44



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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ます。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
基づく四半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 2,142,000 株 23年3月期 2,142,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 24,073 株 23年3月期 24,073 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 2,117,927 株 23年3月期1Q 2,117,977 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24年３月期第１四半期の売上高につきましては、震災による原発事故に伴い夏場の電力不足

に対する抑制政策を受けて、得意先数社において当四半期に前倒し生産が行われたこと等で受注が増加し、昨年実

績を上回り、売上高６億６千５百万円（前年同期比14.6％増）となりました。  

 利益面につきましても、売上高が増加したことや稼働率及び製造歩留りの向上やさらなる経費削減に取り組んだ

結果、前年と比較して営業利益は２千２百万円（前年同期比49.1％増）、経常利益２千９百万円（同35.9％増）、

四半期純利益１千６百万円（前年同期は四半期純損失３千２百万円）とそれぞれ増加しました。 

  

【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１四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１億４千万円増加し33億５千万円となりま

した。主な要因は、商品及び製品が２千２百万円及び機械装置及び運搬具が１千１百万円減少した一方で、現

金及び預金が１億４千５百万円及び繰延税金資産が１千７百万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１億４千１百万円増加し15億５千９百万円となりま

した。主な要因は、社債が３千５百万円減少した一方で、長期借入金が４千８百万円、賞与引当金が３千９百

万円及び未払法人税が３千２百万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大きな変動はありませんでした。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間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１億３千４百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には５億４千３百万円となりました

 当第１四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） 

 営業活動の結果得られた資金は、１億５千４百万円（前年同四半期比201.7％増）となりました。これは主

に受取利息及び受取配当金の減少７百万円があった一方で、税金等調整前四半期利益の計上２千９百万円、減

価償却費の増加２千万円及び賞与引当金の増加３千９百万円並びにたな卸資産の減少による収入２千３百万円

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） 

 投資活動の結果使用した資金は、１千７百万円（前年同四半期比77.2％増）となりました。これは主に定期

預金の払い戻しによる９千３百万円の収入があった一方で、定期預金の預け入れによる支出１億円と有形固定

資産の取得による支出８百万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、２百万円（前年同四半期は４百万円の増加）となりました。これは主に新

規の長期借入金による収入１億円があった一方で、長期借入金の返済による支出５千１百万円、社債の償還に

よる支出３千５百万円及び配当金の支払による支出６百万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 

 現時点において、平成23年５月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想についての

変更はございません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

品 目 
平成23年３期第１四半期 平成24年３期第１四半期 

 売上高（百万円）  構成比（％）  売上高（百万円）  構成比（％） 

アンプル   142   24.6   138   20.8

管  瓶   388   66.9   459   69.0

そ の 他   49   8.5   67   10.2

合  計   581   100.0   665   100.0
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 266,502 411,926 

受取手形及び売掛金（純額） 632,837 632,172 

有価証券 247,067 253,067 

商品及び製品 439,644 417,272 

仕掛品 2,313 186 

原材料及び貯蔵品 42,527 43,254 

未収入金 47,946 48,608 

繰延税金資産 29,784 46,818 

その他 12,022 15,829 

流動資産合計 1,720,645 1,869,136 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 310,126 308,758 

機械装置及び運搬具（純額） 170,483 158,561 

土地 446,096 446,096 

建設仮勘定 2,479 6,051 

その他（純額） 8,801 10,032 

有形固定資産合計 937,987 929,501 

無形固定資産 2,288 2,219 

投資その他の資産   

投資有価証券 465,291 465,666 

その他 95,108 95,778 

貸倒引当金 △12,237 △12,237 

投資その他の資産合計 548,162 549,207 

固定資産合計 1,488,437 1,480,928 

資産合計 3,209,083 3,350,064 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 119,795 137,281 

1年内返済予定の長期借入金 182,300 201,700 

1年内償還予定の社債 65,000 55,000 

未払法人税等 1,361 33,665 

未払事業所税 7,287 3,552 

賞与引当金 58,298 97,691 

その他 91,102 129,328 

流動負債合計 525,145 658,218 

固定負債   

社債 150,000 125,000 

長期借入金 239,925 269,200 

繰延税金負債 90,042 87,825 

退職給付引当金 156,591 159,870 

役員退職慰労引当金 228,078 230,724 

資産除去債務 28,342 28,382 

固定負債合計 892,979 901,003 

負債合計 1,418,125 1,559,221 

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 1,440,293 1,440,733 

自己株式 △8,412 △8,412 

株主資本合計 1,539,563 1,540,003 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 204,596 204,404 

その他の包括利益累計額合計 204,596 204,404 

少数株主持分 46,797 46,435 

純資産合計 1,790,957 1,790,843 

負債純資産合計 3,209,083 3,350,064 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 581,086 665,854 

売上原価 456,785 533,438 

売上総利益 124,300 132,415 

販売費及び一般管理費 109,410 110,206 

営業利益 14,890 22,208 

営業外収益   

受取利息 163 107 

受取配当金 8,038 7,877 

受取賃貸料 1,820 1,417 

その他 2,066 1,119 

営業外収益合計 12,089 10,522 

営業外費用   

支払利息 2,503 2,226 

賃貸費用 2,072 950 

その他 976 434 

営業外費用合計 5,552 3,611 

経常利益 21,427 29,119 

特別利益   

投資有価証券売却益 12,147 － 

特別利益合計 12,147 － 

特別損失   

固定資産除却損 81 － 

投資有価証券評価損 27,173 － 

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 53,682 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△20,107 29,119 

法人税、住民税及び事業税 34,245 32,278 

法人税等調整額 △19,003 △19,120 

法人税等合計 15,241 13,157 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△35,349 15,961 

少数株主損失（△） △2,454 △362 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △32,894 16,323 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△35,349 15,961 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,576 △191 

その他の包括利益合計 △23,576 △191 

四半期包括利益 △58,925 15,770 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △56,471 16,132 

少数株主に係る四半期包括利益 △2,454 △362 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△20,107 29,119 

減価償却費 20,378 20,183 

投資有価証券売却損益（△は益） △12,147 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 27,173 － 

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） 39,889 39,393 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 31 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,397 2,646 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,057 3,278 

受取利息及び受取配当金 △8,202 △7,985 

支払利息 2,503 2,226 

売上債権の増減額（△は増加） 63,478 634 

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,150 23,771 

仕入債務の増減額（△は減少） 17,942 17,485 

未収入金の増減額（△は増加） △10,204 △661 

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,085 9,315 

その他 △3,570 9,720 

小計 69,731 149,157 

利息及び配当金の受取額 8,082 7,895 

利息の支払額 △3,133 △2,704 

法人税等の支払額 △23,543 △100 

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,135 154,249 

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 △78,505 △100,518 

定期預金の払戻による収入 72,000 93,005 

有形固定資産の取得による支出 △13,023 △8,718 

投資有価証券の取得による支出 △652 △696 

投資有価証券の売却による収入 16,318 － 

その他の支出 △6,071 △670 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,933 △17,599 

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 100,000 100,000 

長期借入金の返済による支出 △43,875 △51,325 

社債の償還による支出 △35,000 △35,000 

配当金の支払額 △6,378 △6,413 

その他の支出 △10,722 △9,470 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,024 △2,209 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,226 134,440 

現金及び現金同等物の期首残高 450,532 408,872 

現金及び現金同等物の四半期末残高 495,759 543,312 
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 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

  

 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）セグメント情報等

（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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