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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 2,046 1.1 94 △2.0 109 △1.2 65 △46.2
25年3月期第3四半期 2,024 7.1 96 64.6 110 63.0 122 222.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 91百万円 （△18.1％） 25年3月期第3四半期 111百万円 （120.7％）

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

26年3月期第3四半期 31.03 ―
25年3月期第3四半期 57.71 ―

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

26年3月期第3四半期 3,135 2,052 63.6 941.86
25年3月期 3,259 1,982 59.2 911.07
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 1,994百万円 25年3月期 1,929百万円

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

25年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 7.50 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 2,650 0.0 80 53.4 90 39.9 60 △32.2 28.33



(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。

※ 注記事項

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
②①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） 26年3月期3Q 2,142,000 株 25年3月期 2,142,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 24,164 株 25年3月期 24,128 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 2,117,847 株 25年3月期3Q 2,117,911 株
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（１）経営成績に関する説明

当社グループの平成26年３月期第３四半期の売上高につきましては、受注が引き続き堅調に推移したことで前年

を若干上回り、売上高20億４千６百万円（前年同期比1.1％増）となりました。

利益面につきましては、製造経費の主要費目である加工燃料費が都市ガス料金の価格が引き続き高めに推移した

ため、その増加した分を補うべく稼働率及び製造歩留りの向上及びさらなる経費削減に取り組みましたが、営業利

益９千４百万円（前年同期比2.0％減）、経常利益１億９百万円（同1.2％減）となりました。さらに、前同四半期

に特別利益として計上した受取保険金がなかったことや、役員退職慰労引当金の減少に伴い法人税等調整額が増加

したことで四半期純利益６千５百万円（前年同期比46.2％減）となりました。

＜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１億２千３百万円減少し31億３千５百万円

となりました。これは主に受取手形及び売掛金が４千８百万円、投資有価証券が３千３百万円及び繰延税金資

産が２千２百万円増加した一方で、有価証券が１億８千万円、現金及び預金が３千万円及び商品及び製品が３

千万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１億９千３百万円減少し10億８千３百万円となりま

した。これは主に繰延税金負債が６千３百万円及び買掛金が１千７百万円増加した一方で、役員退職慰労引当

金が１億７千４百万円、社債が５千万円及び賞与引当金が３千５百万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６千９百万円増加し20億５千２百万円となりまし

た。これは主に利益剰余金が４千４百万円及びその他有価証券評価差額金が２千万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１億５百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には２億５千５百万円となりました。 

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、８千７百万円（前年同四半期は１億５千４百万円の資金増加）となりまし

た。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上１億８百万円、減価償却費５千２百万円及びたな卸資産の減

少による収入２千８百万円があった一方で、役員退職慰労引当金の減少１億７千４百万円、売上債権の増加４

千８百万円及び賞与引当金の減少３千５百万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、３千万円（前年同四半期は５千万円の資金減少）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２億１千２百万円及び有形固定資産の取得による支出７千４百万円があった

一方で、定期預金の払い戻しによる収入３億１千９百万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、４千８百万円（前年同四半期は６千９百万円の資金減少）となりました。

これは主に新規の長期借入金による収入１億７千万円があった一方で、長期借入金の返済による支出１億４千

７百万円、社債の償還による支出５千万円及び配当金の支払による支出２千万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

平成25年11月６日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成26年３月期の連結業績

予想の変更をしておりますので、現時点での変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報

品 目
平成25年３月期第３四半期 平成26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 422 20.9 354 17.3

管 瓶 1,387 68.5 1,472 72.0

そ の 他 214 10.6 218 10.7

合 計 2,024 100.0 2,046 100.0
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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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 346,163 315,405

受取手形及び売掛金（純額） 698,237 747,084

有価証券 215,635 34,697

商品及び製品 349,327 319,027

仕掛品 3,439 49

原材料及び貯蔵品 36,639 41,640

未収入金 37,049 42,826

繰延税金資産 31,851 54,312

その他 4,452 5,799

流動資産合計 1,722,796 1,560,844

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 319,723 332,578

機械装置及び運搬具（純額） 135,181 126,467

土地 446,096 446,096

建設仮勘定 8,444 12,091

その他（純額） 9,108 7,274

有形固定資産合計 918,554 924,508

無形固定資産 2,292 1,999

投資その他の資産

投資有価証券 571,916 605,688

その他 56,002 50,522

貸倒引当金 △12,237 △7,617

投資その他の資産合計 615,681 648,593

固定資産合計 1,536,529 1,575,101

資産合計 3,259,325 3,135,945
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 123,275 140,556

1年内返済予定の長期借入金 158,600 170,000

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 26,910 8,056

未払事業所税 7,286 5,492

賞与引当金 55,773 20,189

その他 135,928 121,565

流動負債合計 557,774 515,861

固定負債

社債 50,000 －

長期借入金 160,400 171,600

繰延税金負債 66,370 129,860

退職給付引当金 120,052 118,220

役員退職慰労引当金 293,355 119,300

資産除去債務 28,666 28,745

固定負債合計 718,845 567,726

負債合計 1,276,619 1,083,587

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 1,542,709 1,587,253

自己株式 △8,435 △8,450

株主資本合計 1,641,956 1,686,485

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 287,567 308,220

その他の包括利益累計額合計 287,567 308,220

少数株主持分 53,182 57,650

純資産合計 1,982,706 2,052,357

負債純資産合計 3,259,325 3,135,945
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 2,024,901 2,046,369

売上原価 1,593,886 1,625,793

売上総利益 431,015 420,576

販売費及び一般管理費 334,878 326,379

営業利益 96,136 94,196

営業外収益

受取利息 303 134

受取配当金 14,784 15,159

受取賃貸料 6,916 6,881

その他 4,165 4,712

営業外収益合計 26,169 26,886

営業外費用

支払利息 4,967 3,883

賃貸費用 4,396 4,800

その他 2,227 3,055

営業外費用合計 11,590 11,739

経常利益 110,714 109,344

特別利益

受取保険金 25,720 －

特別利益合計 25,720 －

特別損失

ゴルフ会員権売却損 － 375

特別損失合計 － 375

税金等調整前四半期純利益 136,435 108,969

法人税、住民税及び事業税 39,175 8,870

法人税等調整額 △28,928 29,592

法人税等合計 10,247 38,462

少数株主損益調整前四半期純利益 126,188 70,506

少数株主利益 3,958 4,783

四半期純利益 122,229 65,722
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（四半期連結包括利益計算書）
（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 126,188 70,506

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △14,909 20,653

その他の包括利益合計 △14,909 20,653

四半期包括利益 111,278 91,160

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 107,319 86,376

少数株主に係る四半期包括利益 3,958 4,783
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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 136,435 108,969

減価償却費 53,114 52,453

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,048 △35,584

貸倒引当金の増減額（△は減少） 133 82

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,494 △174,054

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,889 △1,832

受取利息及び受取配当金 △15,087 △15,293

受取保険金 △25,720 －

支払利息 4,967 3,883

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 375

売上債権の増減額（△は増加） △72,419 △48,928

たな卸資産の増減額（△は増加） 59,392 28,688

未収入金の増減額（△は増加） 28,127 17,281

仕入債務の増減額（△は減少） △23,112 △5,777

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,623 52

その他 13,578 △4,386

小計 125,341 △74,071

利息及び配当金の受取額 15,043 15,294

保険金の受取額 74,120 －

利息の支払額 △5,256 △4,114

法人税等の支払額 △54,860 △27,724

法人税等の還付額 － 3,218

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,388 △87,398

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 △196,222 △212,885

定期預金の払戻による収入 187,714 319,126

有形固定資産の取得による支出 △40,739 △74,652

投資有価証券の取得による支出 △1,639 △1,709

その他 646 484

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,240 30,363

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 150,000 170,000

長期借入金の返済による支出 △153,925 △147,400

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △22 △14

配当金の支払額 △15,884 △20,690

少数株主への配当金の支払額 － △315

財務活動によるキャッシュ・フロー △69,831 △48,420

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,316 △105,455

現金及び現金同等物の期首残高 397,942 360,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 432,258 255,503
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該当事項はありません。

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。

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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