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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30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 ％

2021年12月期第２四半期 7,882 6.2 953 △3.7 1,004 0.5 663 △1.3

2020年12月期第２四半期 7,419 △5.4 989 17.9 999 16.3 671 18.9
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 1,035百万円( 102.1％) 2020年12月期第２四半期 512百万円( 15.9％)
　

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

2021年12月期第２四半期 52.94 52.72

2020年12月期第２四半期 53.63 53.42

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 18,404 10,386 56.2

2020年12月期 17,712 9,469 53.2
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 10,335百万円 2020年12月期 9,419百万円
　

　　

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

2020年12月期 － 9.50 － 9.50 19.00

2021年12月期 － 14.50

2021年12月期(予想) － 14.50 29.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 15,080 1.5 1,640 △7.8 1,645 △8.1 1,130 130.3 90.19
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

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 ： 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
　

　

（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) 2021年12月期２Ｑ 12,529,200株 2020年12月期 12,529,200株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 400株 2020年12月期 400株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 12,528,800株 2020年12月期２Ｑ 12,528,395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。
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１．四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
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,507,268 6,029,954

受取手形及び売掛金 3,190,630 3,361,925

商品及び製品 1,098,594 1,172,692

仕掛品 37,704 43,900

原材料及び貯蔵品 244,417 262,752

その他 200,750 228,967

貸倒引当金 △796 △821

流動資産合計 10,278,569 11,099,372

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,261,442 3,214,735

機械装置及び運搬具（純額） 1,907,713 1,879,721

その他（純額） 1,497,781 1,504,138

有形固定資産合計 6,666,937 6,598,595

無形固定資産 425,610 436,604

投資その他の資産

その他 348,261 277,290

貸倒引当金 △6,983 △6,983

投資その他の資産合計 341,277 270,306

固定資産合計 7,433,824 7,305,506

資産合計 17,712,394 18,404,879
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 743,968 983,964

電子記録債務 1,280,951 1,378,481

1年内返済予定の長期借入金 698,899 722,116

未払法人税等 476,894 285,642

その他 1,130,459 1,095,155

流動負債合計 4,331,173 4,465,360

固定負債

長期借入金 3,559,707 3,187,149

退職給付に係る負債 342,345 356,226

資産除去債務 9,746 9,766

固定負債合計 3,911,798 3,553,142

負債合計 8,242,972 8,018,502

純資産の部

株主資本

資本金 803,421 803,421

資本剰余金 1,030,222 1,030,222

利益剰余金 7,575,858 8,120,049

自己株式 △479 △479

株主資本合計 9,409,024 9,953,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,534 3,540

為替換算調整勘定 20,473 390,281

退職給付に係る調整累計額 △12,979 △11,745

その他の包括利益累計額合計 10,027 382,076

新株予約権 50,370 51,085

純資産合計 9,469,422 10,386,376

負債純資産合計 17,712,394 18,404,879
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 7,419,719 7,882,862

売上原価 4,897,420 5,330,716

売上総利益 2,522,299 2,552,146

販売費及び一般管理費 1,532,417 1,598,763

営業利益 989,881 953,382

営業外収益

受取利息 14,836 15,500

受取配当金 144 144

為替差益 － 22,635

助成金収入 20,157 12,358

その他 9,869 8,937

営業外収益合計 45,007 59,575

営業外費用

支払利息 8,820 7,643

為替差損 19,070 －

その他 7,744 1,141

営業外費用合計 35,634 8,784

経常利益 999,254 1,004,173

特別損失

固定資産除却損 1,492 760

特別損失合計 1,492 760

税金等調整前四半期純利益 997,761 1,003,413

法人税、住民税及び事業税 363,320 289,591

法人税等調整額 △37,468 50,607

法人税等合計 325,852 340,199

四半期純利益 671,909 663,214

親会社株主に帰属する四半期純利益 671,909 663,214
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 671,909 663,214

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △122 1,006

為替換算調整勘定 △160,710 369,807

退職給付に係る調整額 1,252 1,234

その他の包括利益合計 △159,580 372,048

四半期包括利益 512,328 1,035,263

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 512,328 1,035,263
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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２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021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 997,761 1,003,413

減価償却費 526,722 503,516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 14,661 14,938

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,360 △5

受取利息及び受取配当金 △14,980 △15,644

支払利息 8,820 7,643

為替差損益（△は益） 20,991 △25,696

助成金収入 △20,157 △12,358

固定資産除却損 1,492 760

売上債権の増減額（△は増加） △207,667 △108,104

たな卸資産の増減額（△は増加） 83,235 △69,769

仕入債務の増減額（△は減少） 248,604 310,243

その他 3,640 △85,901

小計 1,669,485 1,523,034

利息及び配当金の受取額 17,170 15,464

利息の支払額 △8,976 △7,531

助成金の受取額 34,850 34,108

法人税等の支払額 △131,854 △480,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,580,676 1,084,911

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 － △59,200

定期預金の払戻による収入 102,626 740

有形固定資産の取得による支出 △304,236 △228,644

無形固定資産の取得による支出 △18,878 △36,877

その他 6,726 1,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,762 △322,795

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 700,000 －

長期借入金の返済による支出 △332,940 △349,341

株式の発行による収入 0 －

配当金の支払額 △119,016 △119,023

財務活動によるキャッシュ・フロー 248,044 △468,364

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,921 169,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,569,037 463,280

現金及び現金同等物の期首残高 3,264,161 5,504,513

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,833,199 5,967,794

　



竹本容器株式会社(4248) 2021年12月期 第２四半期決算短信

　― 7 ―

（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。

　


