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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

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種の経済政策効果により、緩やかな景気回復基調にあるも

のの、個人消費や設備投資に力強さを欠き、また、自然災害の多発や、中国経済の減速、英国のEU離脱問題、米国

新政権の政策動向等により、景気は先行きの不透明感が強い状況が続いております。

 製缶業界の主要顧客である内需型企業は、国内需要の停滞、外需の減退に加えて人手不足などのコストアップ要

因等により引き続き厳しい経営環境にあります。 

 このような中、当社グループ（当社及び連結子会社）の当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,567百万円と

なりました。

 製品別の売上高は、以下のとおりとなっております。

       製品別売上高               （単位：百万円、％）

 
当第1四半期

金額 構成比

18Ｌ 1,755 68.4

美術缶 613 23.9

その他 198 7.7

計 2,567 100.0

 
 上記の売上高を受け、営業利益0.4百万円、経常利益29百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益107百万円と

なりました。

 なお、平成29年３月期第２四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行

っておりません。

 

（２）財政状態に関する説明

（資産）

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は5,914百万円となり、前連結会計年度末に比べ146百万円増加

いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が129百万円、仕掛品46百万増加し、現金及び預金が53百万円減

少したことによるものであります。固定資産は7,926百万円となり、前事業年度末に比べ65百万円減少いたしま

した。これは主に有形固定資産が43百万円減少したことによるものであります。

 この結果、総資産は13,840百万円となり、前連結会計年度末に比べ80百万円増加いたしました。

 

（負債）

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は4,506百万円となり、前連結会計年度末に比べ186百万円増加

いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が260百万円、短期借入金50百万円増加し、未払法人税等が102百

万円、１年内返済予定の長期借入金56百万円減少したことによるものであります。固定負債は3,976百万円とな

り、前事業年度末に比べ187百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が204百万円減少したことによるも

のであります。

 この結果、負債合計は8,483百万円となり、前連結会計年度末に比べ１百万円減少いたしました。

 

 

（純資産）

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、5,357百万円となり、前連結会計年度末に比べ82百万円

増加いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益107百万円及び剰余金の配当41百万円による

ものであります。

 この結果、自己資本比率は33.0％（前連結会計年度末は32.7％）となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成29年４月28日の「平成29年３月期 決算短信」で公表いたしました第２四半期累

計期間及び通期の業績予想に変更はありません。
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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

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成29年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成29年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 801,289 747,352 

受取手形及び売掛金 3,971,387 4,100,933 

商品及び製品 132,715 140,773 

仕掛品 317,307 363,594 

原材料及び貯蔵品 413,514 419,749 

繰延税金資産 81,194 81,194 

その他 51,006 61,605 

貸倒引当金 △885 △891 

流動資産合計 5,767,529 5,914,310 

固定資産    

有形固定資産    

建物 5,236,061 5,242,057 

減価償却累計額 △3,505,807 △3,532,552 

建物（純額） 1,730,253 1,709,505 

構築物 286,317 286,317 

減価償却累計額 △251,719 △252,960 

構築物（純額） 34,598 33,357 

機械及び装置 8,196,292 8,199,413 

減価償却累計額 △7,257,792 △7,298,211 

機械及び装置（純額） 938,499 901,201 

車両運搬具 50,911 49,031 

減価償却累計額 △50,722 △48,878 

車両運搬具（純額） 188 152 

土地 915,231 915,231 

リース資産 8,880 8,880 

減価償却累計額 △2,775 △3,052 

リース資産（純額） 6,105 5,827 

建設仮勘定 50,439 67,637 

その他 642,501 648,198 

減価償却累計額 △567,712 △574,950 

その他（純額） 74,788 73,247 

有形固定資産合計 3,750,105 3,706,160 

無形固定資産    

ソフトウエア 92,092 85,701 

ソフトウエア仮勘定 557 557 

のれん 17,874 16,881 

その他 1,923 1,923 

無形固定資産合計 112,446 105,063 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,363,730 3,359,599 

賃貸不動産 1,625,614 1,625,614 

減価償却累計額 △879,651 △889,685 

賃貸不動産（純額） 745,962 735,928 

その他 23,334 22,987 

貸倒引当金 △3,250 △3,250 

投資その他の資産合計 4,129,777 4,115,265 

固定資産合計 7,992,330 7,926,489 

資産合計 13,759,860 13,840,800 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 2,609,376 2,869,887 

短期借入金 100,000 150,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,010,708 954,432 
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未払法人税等 130,460 27,617 

未払事業所税 18,181 4,545 

賞与引当金 83,208 128,336 

リース債務 1,198 1,198 

設備関係支払手形 85,422 72,374 

その他 281,696 298,335 

流動負債合計 4,320,252 4,506,728 

固定負債    

長期借入金 2,953,841 2,748,879 

リース債務 5,394 5,094 

繰延税金負債 1,034,083 1,041,164 

退職給付に係る負債 106,858 117,993 

役員退職慰労引当金 11,682 11,682 

資産除去債務 14,129 14,167 

その他 38,152 37,602 

固定負債合計 4,164,141 3,976,583 

負債合計 8,484,394 8,483,311 

純資産の部    

株主資本    

資本金 738,599 738,599 

資本剰余金 245,373 245,373 

利益剰余金 1,618,757 1,685,535 

自己株式 △22,955 △22,955 

株主資本合計 2,579,774 2,646,552 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 1,919,505 1,927,155 

その他の包括利益累計額合計 1,919,505 1,927,155 

新株予約権 15,096 18,879 

非支配株主持分 761,088 764,901 

純資産合計 5,275,465 5,357,488 

負債純資産合計 13,759,860 13,840,800 
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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） 

 
 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

売上高 2,567,468 

売上原価 2,231,854 

売上総利益 335,613 

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 129,172 

従業員給料及び手当 75,709 

役員報酬 20,823 

株式報酬費用 3,782 

賞与引当金繰入額 10,813 

支払手数料 19,661 

減価償却費 9,855 

のれん償却額 993 

その他 64,349 

販売費及び一般管理費合計 335,159 

営業利益 454 

営業外収益  

受取配当金 19,038 

不動産賃貸料 37,064 

その他 3,003 

営業外収益合計 59,106 

営業外費用  

支払利息 10,693 

不動産賃貸費用 7,273 

賃貸建物減価償却費 10,034 

その他 1,615 

営業外費用合計 29,617 

経常利益 29,943 

特別利益  

投資有価証券売却益 95,488 

特別利益合計 95,488 

特別損失  

固定資産除却損 443 

特別損失合計 443 

税金等調整前四半期純利益 124,988 

法人税等 19,233 

四半期純利益 105,755 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △2,172 

親会社株主に帰属する四半期純利益 107,927 
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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） 

 
 当第１四半期連結累計期間 
(自 平成29年４月１日 

 至 平成29年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 105,755 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 13,635 

その他の包括利益合計 13,635 

四半期包括利益 119,390 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 117,645 

非支配株主に係る四半期包括利益 1,745 
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（３）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。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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