
  

１．平成25年３月期第３四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（１）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 ％ 

25年３月期第３四半期  25,875  3.0  757  △34.0  797  △32.9  476  △21.3

24年３月期第３四半期  25,130  2.7  1,146  △3.9  1,187  △2.9  605  △13.2

  
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 

25年３月期第３四半期  93.36  －

24年３月期第３四半期  118.66  －

  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 

25年３月期第３四半期  15,678  7,011  44.7  1,374.86

24年３月期  14,917  6,687  44.8  1,311.31

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 7,011百万円   24年３月期 6,687百万円 

  
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 

24年３月期  － 10.00 － 22.00  32.00

25年３月期  － 10.00 －     

25年３月期（予想）       17.00  27.00

（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．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25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 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  34,000  6.8  760  △30.2  800  △29.4  450  △18.2  88.24

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

平成25年3月期の業績予想につきましては、本日（平成25年1月29日）に公表いたしました「通期業績予想の修正に
関するお知らせ」をご参照ください。



※  注記事項 

  
  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

（注）「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条の４に該当するものであります。詳細

は、四半期決算短信（添付資料）２ページ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）会計方針の変

更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 5,100,000株 24年３月期 5,100,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 112株 24年３月期 112株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 5,099,888株 24年３月期３Ｑ 5,099,977株

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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

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内

容等については、四半期決算短信（添付資料） ２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報」をご覧くださ

い。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、当初は復興関連需要やエコカー補助金等に下支えされ底堅く

推移してきましたが、その後欧州政府の債務危機や世界景気の減速、国内における長引くデフレ、円高の影響等に

より、景況感が悪化してきました。12月に入り、衆議院選挙において自民党が政権を奪取し、新政権によるデフレ

脱却に向けた大胆な金融緩和の期待から、円安・株高の兆しが出てきましたが、海外経済を巡る不確実性は依然と

して高く、景気の先行きはなお予断を許さない状況が続いております。 

 飲料業界におきましては、７月の天候不順や10月下旬以降に平均気温が例年を下回る等の影響を受けたもの

の、震災の影響により昨年の第１四半期に生産活動が大きく落ち込んだことの反動に加え、８月から10月中旬まで

は残暑が長く続いたことなどから、当第３四半期累計期間における業界全体の販売数量は、前期比３％増（民間調

査機関調べ）となりました。 

 このような状況下におきまして、当社は、新ライン（炭酸・非炭酸兼用の無菌充填ライン）を導入し、飲料メー

カーの多種多様なオーダーに応える製造体制を整え、積極的に受注活動を行った結果、当第３四半期累計期間にお

ける受託製造数量は374,743キロリットル（前期比1.9％増）、37,186千ケース（前期比0.7％増）、売上高は

百万円（前期比3.0％増）となり、受託製造数量及び売上高において過去最高を記録いたしました。   

 一方、当第３四半期累計期間の利益は、電力・燃料費等のユーティリティ関連コストの増加や新ライン建設に伴

う固定資産の減価償却費の増加等により、営業利益・経常利益・四半期純利益とも前期比では減少となりました。

 この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は 百万円（前期比3.0％増）、営業利益は 百万円

（前期比34.0％減）、経常利益は 百万円（前期比32.9％減）、四半期純利益は 百万円（前期比21.3％減）と

なりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、閑散期に入り売掛金が減少したほか、新ライン建設費の支出等により現金及び預金

等が減少しましたが、新ラインの建設に伴い有形固定資産が増加したことや関係会社株式の増加等により、前事業

年度末に比べ761百万円増加し、 百万円となりました。一方、負債については、閑散期に入り買掛金が減少

しましたが、新ラインの建設費の支出や関係会社株式取得に伴う資金需要による短期借入金の増加により、前事業

年度末に比べ437百万円増加し、 百万円となりました。  

 また、純資産は、利益剰余金の増加により、前事業年度末に比べ324百万円増加し、 百万円となりました。

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）  

 平成25年３月期の業績予想につきましては、本日（平成25年１月29日）公表いたしました「通期業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益はそ

れぞれ109,691千円増加しております。 

  

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

25,875

25,875 757

797 476

15,678

8,666

7,011

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,818,570 331,262

電子記録債権 545,373 735,041

売掛金 4,294,127 2,718,031

商品及び製品 92,560 25,154

原材料及び貯蔵品 172,442 179,625

未収消費税等 － 136,202

その他 254,157 161,369

流動資産合計 8,177,232 4,286,687

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,147,958 7,367,766

減価償却累計額 △4,033,726 △4,181,098

建物（純額） 2,114,231 3,186,668

構築物 1,845,576 1,855,224

減価償却累計額 △1,413,318 △1,454,347

構築物（純額） 432,257 400,876

機械及び装置 18,184,145 22,361,687

減価償却累計額 △16,051,115 △16,924,384

機械及び装置（純額） 2,133,030 5,437,302

車両運搬具 51,187 54,980

減価償却累計額 △46,690 △49,200

車両運搬具（純額） 4,497 5,780

工具、器具及び備品 507,473 552,834

減価償却累計額 △450,511 △479,521

工具、器具及び備品（純額） 56,962 73,313

土地 440,755 440,755

建設仮勘定 621,374 56,796

有形固定資産合計 5,803,109 9,601,493

無形固定資産 37,585 63,453

投資その他の資産 899,488 1,726,959

固定資産合計 6,740,182 11,391,906

資産合計 14,917,415 15,678,593



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,265,980 2,137,188

短期借入金 － 2,650,000

1年内返済予定の長期借入金 539,150 161,400

未払金 1,428,342 1,215,905

未払費用 73,103 44,228

未払法人税等 287,539 29,585

未払消費税等 52,738 －

預り金 25,208 55,108

賞与引当金 165,053 83,149

役員賞与引当金 35,000 39,752

その他 2,271 3,176

流動負債合計 5,874,387 6,419,495

固定負債   

長期借入金 2,293,800 2,193,000

退職給付引当金 58,624 51,364

その他 3,088 3,088

固定負債合計 2,355,512 2,247,452

負債合計 8,229,900 8,666,948

純資産の部   

株主資本   

資本金 628,800 628,800

資本剰余金 272,400 272,400

利益剰余金 5,761,739 6,074,666

自己株式 △88 △88

株主資本合計 6,662,851 6,975,778

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,663 35,866

評価・換算差額等合計 24,663 35,866

純資産合計 6,687,515 7,011,645

負債純資産合計 14,917,415 15,678,593



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 25,130,192 25,875,340

売上原価 22,423,314 23,570,479

売上総利益 2,706,878 2,304,861

販売費及び一般管理費 1,559,929 1,547,464

営業利益 1,146,948 757,396

営業外収益   

受取利息 － 272

受取配当金 1,951 1,954

受取手数料 11,916 9,215

受取賃貸料 23,490 24,080

その他 18,453 18,003

営業外収益合計 55,812 53,526

営業外費用   

支払利息 11,403 8,835

その他 3,474 4,985

営業外費用合計 14,878 13,821

経常利益 1,187,881 797,102

特別損失   

投資有価証券評価損 3,849 －

製品廃棄負担金 85,636 －

減損損失 15,147 －

特別損失合計 104,633 －

税引前四半期純利益 1,083,248 797,102

法人税、住民税及び事業税 464,000 269,000

法人税等調整額 14,062 51,978

法人税等合計 478,062 320,978

四半期純利益 605,185 476,123



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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