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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第3四半期 2,089 5.1 142 33.3 164 27.7 103 25.0

2022年3月期第3四半期 1,987 △2.3 106 △20.4 128 △18.7 82 △17.3

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　500百万円 （―％） 2022年3月期第3四半期　　△30百万円 （―％）

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

2023年3月期第3四半期 50.33 ―

2022年3月期第3四半期 40.25 ―

(2) 連結財政状態

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

2023年3月期第3四半期 4,816 3,447 69.6 1,630.95

2022年3月期 4,161 2,962 69.1 1,398.78

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 3,352百万円 2022年3月期 2,875百万円

2. 配当の状況

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

2022年3月期 ― ― ― 7.50 7.50

2023年3月期 ― ― ―

2023年3月期（予想） 7.50 7.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 2,700 4.0 130 73.7 150 54.8 90 38.7 43.78

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期3Q 2,142,000 株 2022年3月期 2,142,000 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 86,293 株 2022年3月期 86,243 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 2,055,712 株 2022年3月期3Q 2,055,757 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、

その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また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

条件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2ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来

予測情報に関する説明」をご覧ください。
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品　　目
2022年3月期 第3四半期 2023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 232 11.7 259 12.4

管　　瓶 1,578 79.4 1,633 78.2

そ の 他 176 8.9 196 9.4

合　　計 1,987 100.0 2,089 100.0

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当社グループの2023年３月期第３四半期の売上高につきましては、当社の主要製品であります注射薬用容器の

「アンプル」「管瓶」の需要は堅調に推移し、主力製品である「管瓶」をインフルエンザワクチン用として供給い

たしました。また、公的接種で使用される海外製新型コロナウイルスワクチンの容器として、当社製品は使用され

ておりませんが、国内製薬会社が開発中の新型コロナウイルス感染症ワクチンの治験用に供給を継続し、前年実績

を上回る売上高2,089百万円（前年同期比5.1％増）となりました。

　利益面につきましては、加工用燃料他各種製造資材の価格が上昇する状況下、稼働率・歩留まりの向上及び経費

節減に取り組みましたが、経営成績の維持は難しい状況となり当社製品の価格改定を実施した結果、営業利益142

百万円（前年同期比33.3％増）、経常利益164百万円（前年同期比27.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利

益103百万円（前年同期比25.0％増）とそれぞれ増加しました。

＜参考＞

　　品目別連結売上高

（２）財政状態に関する説明

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655百万円増加し4,816百万円となりました。

主な要因は、受取手形及び売掛金（純額）が98百万円、機械装置及び運搬具（純額）が14百万円及び未収入金が

10百万円減少した一方で、投資有価証券が560百万円、現金及び預金が136百万円及び商品及び製品が85百万円増

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170百万円増加し1,369百万円となりました。主な要因

は、賞与引当金が43百万円及び役員退職慰労引当金が14百万円減少した一方で、繰延税金負債が180百万円、買

掛金が34百万円及び未払法人税等が14百万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484百万円増加し3,447百万円となりました。主な要

因は、その他有価証券評価差額金が389百万円及び利益剰余金が88百万円増加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85百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には726百万円となりました。

　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）

　営業活動の結果得られた資金は、175百万円（前年同四半期は115百万円の資金増加）となりました。これは主

に棚卸資産の増加が95百万円、賞与引当金の減少が43百万円及び法人税等の支払額26百万円があった一方で、税

金等調整前四半期純利益164百万円、売上債権の減少が98百万円、減価償却費43百万円及び仕入債務の増加が34

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、67百万円（前年同四半期は64百万円の資金減少）となりました。これは主に

定期預金の払戻による収入268百万円があった一方で、定期預金の預入による支出309百万円及び有形固定資産の

取得による支出25百万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、22百万円（前年同四半期は36百万円の資金減少）となりました。これは主に

新規の長期借入れによる収入80百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出86百万円及び配当金の支払

による支出15百万円によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　現時点において、2022年11月７日に公表いたしました2023年３月期通期の連結業績予想についての変更はござい

ません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 651,134 787,701

受取手形及び売掛金（純額） 538,978 440,233

有価証券 270,145 260,165

商品及び製品 388,454 473,870

仕掛品 2,656 155

原材料及び貯蔵品 77,406 90,452

未収入金 46,590 36,171

その他 4,611 6,286

流動資産合計 1,979,979 2,095,035

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 329,787 333,810

機械装置及び運搬具（純額） 95,850 81,049

土地 442,518 442,518

建設仮勘定 14,677 7,657

その他（純額） 24,613 22,148

有形固定資産合計 907,447 887,184

無形固定資産 1,524 1,279

投資その他の資産

投資有価証券 1,223,011 1,783,149

繰延税金資産 11,836 12,030

その他 44,381 44,079

貸倒引当金 △6,307 △5,807

投資その他の資産合計 1,272,921 1,833,453

固定資産合計 2,181,893 2,721,916

資産合計 4,161,872 4,816,952

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 167,608 202,106

１年内返済予定の長期借入金 92,600 96,800

未払法人税等 14,444 29,116

未払事業所税 7,409 5,583

賞与引当金 65,618 21,654

その他 162,669 162,272

流動負債合計 510,350 517,533

固定負債

長期借入金 76,800 66,400

繰延税金負債 308,398 489,084

役員退職慰労引当金 168,373 154,005

退職給付に係る負債 106,272 113,897

資産除去債務 28,863 28,875

固定負債合計 688,707 852,263

負債合計 1,199,057 1,369,797

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 2,046,560 2,134,599

自己株式 △33,848 △33,894

株主資本合計 2,120,394 2,208,387

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 755,162 1,144,366

その他の包括利益累計額合計 755,162 1,144,366

非支配株主持分 87,257 94,401

純資産合計 2,962,814 3,447,155

負債純資産合計 4,161,872 4,816,952
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 1,987,651 2,089,278

売上原価 1,552,765 1,626,985

売上総利益 434,886 462,293

販売費及び一般管理費 328,090 319,918

営業利益 106,796 142,375

営業外収益

受取利息 56 49

受取配当金 19,005 19,679

受取賃貸料 4,025 4,121

その他 5,192 4,764

営業外収益合計 28,280 28,615

営業外費用

支払利息 1,058 789

賃貸費用 5,433 6,006

営業外費用合計 6,491 6,795

経常利益 128,584 164,194

税金等調整前四半期純利益 128,584 164,194

法人税、住民税及び事業税 25,121 41,567

法人税等調整額 15,390 10,975

法人税等合計 40,511 52,542

四半期純利益 88,072 111,651

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,326 8,194

親会社株主に帰属する四半期純利益 82,746 103,457

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 88,072 111,651

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △118,594 389,203

その他の包括利益合計 △118,594 389,203

四半期包括利益 △30,521 500,854

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △35,848 492,660

非支配株主に係る四半期包括利益 5,326 8,194

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022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 128,584 164,194

減価償却費 46,136 43,330

賞与引当金の増減額（△は減少） △42,598 △43,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） △471 △544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,855 △14,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △1,995 7,625

受取利息及び受取配当金 △19,062 △19,728

支払利息 1,058 789

売上債権の増減額（△は増加） 7,961 98,789

棚卸資産の増減額（△は増加） △49,208 △95,960

未収入金の増減額（△は増加） △2,893 10,418

仕入債務の増減額（△は減少） 24,590 34,497

未払金の増減額（△は減少） 3,371 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,343 △8,342

その他 21,816 3,361

小計 132,490 180,100

利息及び配当金の受取額 19,051 19,716

利息の支払額 △1,043 △790

法人税等の支払額 △35,475 △26,895

法人税等の還付額 － 3,633

営業活動によるキャッシュ・フロー 115,023 175,765

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 △269,885 △309,892

定期預金の払戻による収入 244,876 268,635

有形固定資産の取得による支出 △38,201 △25,579

投資有価証券の取得による支出 △1,396 △1,419

その他 39 301

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,567 △67,953

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 80,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △99,400 △86,200

自己株式の取得による支出 － △45

配当金の支払額 △15,632 △15,186

非支配株主への配当金の支払額 △1,050 △1,050

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,082 △22,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,373 85,329

現金及び現金同等物の期首残高 669,013 641,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 683,387 726,468

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２

項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用す

ることといたしました。これにより、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自2022

年４月１日　至2022年12月31日）

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。
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