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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 6,386 △19.2 537 △23.4 396 △42.4 169 △66.8

24年3月期第1四半期 7,908 6.8 700 2.9 688 9.7 509 85.2

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 333百万円 （△46.6％） 24年3月期第1四半期 624百万円 （100.9％）

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

25年3月期第1四半期 5.90 ―

24年3月期第1四半期 17.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 29,163 17,174 56.8
24年3月期 31,233 16,896 52.5

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  16,559百万円 24年3月期  16,393百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 13,000 △17.1 1,000 △26.9 900 △31.6 500 △37.7 17.45
通期 27,500 △11.3 2,200 △2.9 2,100 △4.7 1,200 2.4 41.89



(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  ：  有  

(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 28,675,000 株 24年3月期 28,675,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 29,213 株 24年3月期 29,043 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 28,645,844 株 24年3月期1Q 28,647,356 株
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①わが国経済および産業用容器業界の状況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資に復調の兆しが見られ、東日本

大震災からの復興需要等も牽引となり、景気は緩やかながらも回復傾向を維持しております。 

 しかしながら、欧州債務危機の影響により円高・株安が進行し、企業業績の下振れの懸念、中国経済の

減速感が強まっている事など、依然として先行きは不透明な状況にあります。   

 当社グループの事業分野である産業用容器業界におきましては、昨年の第１四半期は復旧・復興関連需

要がありましたが、第２四半期以降はその反動や、円高の影響で国内産業の景況が改善せず、需要家での

事故の影響もあり、12カ月連続で前年割れの状況が続いております。当第１四半期連結累計期間の国内２

００リットルドラム新缶の販売数量は、前年同期比11.2％減の3,216千缶となりました。 

  

   ②当社グループの状況  

 このような需要環境の下、当社グループは、国内産業用容器業界のリーディングカンパニーとしてアジア

でも 大級の販売規模を有し、中国にもドラム缶工場を有するわが国唯一の企業グループとして、独自の環

境対応製品や耐久性の高い高品質の製品など、豊富な品揃えで営業活動を展開し、業界をリードしておりま

す。 

 当第１四半期連結累計期間における当社グループの連結業績につきましては、売上高63億86百万円（前年

同期比19.2％減）、営業利益５億37百万円（前年同期比23.4％減）、経常利益３億96百万円（前年同期比

42.4％減）となり、当期純利益は１億69百万円（前年同期比66.8％減）となりました。 

 売上高の減少は、２００リットルドラム新缶の販売数量減少に加え、当第１四半期連結累計期間より、１

８リットル缶の製造・販売を行っておりますＪＦＥ製缶株式会社が、会社分割及び株式移転により連結子会

社から持分法適用関連会社になった事が起因しております。また当期純利益の減少は、主にドラム缶販売本

数減少よる経常利益の減少と前年同期に土地売却に伴う特別利益の計上を行った為であります。 

  

 セグメント別の概況は以下のとおりであります。 

 なお、セグメントの「１８リットル缶事業」はＪＦＥ製缶株式会社の持分法適用関連会社化に伴い廃止い

たしました。   

    

  〔ドラム缶事業〕  

 当第１四半期連結累計期間の当社グループのドラム缶販売数量は、国内1,221千缶（前年同期比12.0％

減）、中国637千缶（前年同期比6.6％減）、合計1,858千缶（前年同期比10.2％減）となり、売上高は62億

68百万円（前年同期比9.2％減）、経常利益は５億６百万円（前年同期比28.3％減）となりました。 

 国内ドラム缶事業は、前述の産業用容器業界の状況の通り、国内産業の景況が依然として改善せず、主な

需要先である化学業界は、円高の影響や設備事故の復旧等も重なり生産が落ち込んだため、販売数量が減少

しております。その結果、前年同期に対し減収減益となりました。 

 一方、中国ドラム缶事業も、欧州債務危機の影響による輸出の不振や個人消費の伸び悩みにより、石油・

化学製品の生産が落ち込み販売数量が減少したこと、また江蘇工場の稼動に伴う固定費負担増もあり、前年

同期に対し減収減益となりました。 

 なお、杰富意金属容器（上海）有限公司は、前事業年度に累積損失を解消した事に伴い、当第１四半期累

計期間に1998年操業開始以来初となる利益配当を実施いたしました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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 〔高圧ガス容器事業〕  

 高圧ガス容器事業は、主力である天然ガス自動車用燃料容器の販売が国内市場の低迷に直面しており、厳

しい収益状況が続いております。当第１四半期連結累計期間の売上高は大型受託開発案件の売上計上があっ

た事により１億18百万円（前年同期比198.5％増）、経常利益は１百万円の損失（前年同期は38百万円の損

失）となりました。天然ガス自動車用燃料容器に関しましては、成長著しい海外での展開を図るべく活動中

であり、また国内では、医療用酸素容器の拡販に加え、バイオガス関連事業など国内における新しいビジネ

スチャンスを的確に捉え、早期の黒字化を目指してまいります。 

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比20億70百万円減少の291億63百万円

となりました。主な要因は、旧伊丹工場土地の一部売却に伴う土地の減少であります。 

 負債合計は、前連結会計年度末比23億47百万円減少の119億89百万円となりました。主な要因は、連結子

会社でありましたＪＦＥ製缶株式会社が会社分割及び株式移転により当第１四半期連結累計期間より持分法

適用関連会社となった事による支払手形及び買掛金の減少であります。  

 純資産合計は前連結会計年度末比２億77百万円増加の171億74百万円となりました。主な要因は、四半期

純利益計上に伴う利益剰余金の増加であります。 

  

  

業績予想につきましては、平成24年４月24日公表のとおりであり、変更はありません。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

  ・税金費用の計算 

 当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。但し、見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率を使用する方法によって計算しております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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）

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,743,317 1,369,885

受取手形及び売掛金 8,369,258 8,720,118

商品及び製品 245,804 188,051

仕掛品 218,731 136,159

原材料及び貯蔵品 2,378,254 1,976,761

繰延税金資産 176,603 177,043

その他 1,273,911 1,944,458

貸倒引当金 △1,169 △1,081

流動資産合計 14,404,711 14,511,397

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,563,501 1,666,191

機械装置及び運搬具（純額） 4,068,358 3,756,770

土地 9,293,284 6,531,109

建設仮勘定 23,182 151,379

その他（純額） 203,413 197,531

有形固定資産合計 15,151,741 12,302,983

無形固定資産

その他 303,308 267,726

無形固定資産合計 303,308 267,726

投資その他の資産

投資有価証券 730,753 1,403,461

繰延税金資産 370,676 379,209

その他 282,443 303,410

貸倒引当金 △9,685 △4,630

投資その他の資産合計 1,374,187 2,081,451

固定資産合計 16,829,237 14,652,160

資産合計 31,233,949 29,163,558
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,944,194 4,607,219

短期借入金 3,674,217 3,190,308

未払法人税等 296,423 232,799

未払消費税等 85,592 74,740

役員賞与引当金 27,405 11,332

災害損失引当金 37,302 3,050

その他 1,650,908 1,219,627

流動負債合計 11,716,043 9,339,077

固定負債

長期借入金 960,269 1,067,389

退職給付引当金 1,365,481 1,309,713

役員退職慰労引当金 91,740 70,320

PCB処理引当金 37,059 37,059

資産除去債務 165,066 165,974

その他 1,436 －

固定負債合計 2,621,052 2,650,456

負債合計 14,337,095 11,989,534

純資産の部

株主資本

資本金 2,365,000 2,365,000

資本剰余金 4,649,875 4,649,875

利益剰余金 9,785,200 9,811,025

自己株式 △6,093 △6,149

株主資本合計 16,793,981 16,819,750

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,937 △15,978

為替換算調整勘定 △417,321 △244,106

その他の包括利益累計額合計 △400,383 △260,085

少数株主持分 503,255 614,359

純資産合計 16,896,853 17,174,024

負債純資産合計 31,233,949 29,163,558
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 7,908,334 6,386,757

売上原価 6,145,696 4,912,055

売上総利益 1,762,637 1,474,701

販売費及び一般管理費 1,061,698 937,566

営業利益 700,939 537,135

営業外収益

受取利息 1,239 1,921

受取配当金 2,823 2,344

持分法による投資利益 15,831 －

受取賃貸料 4,470 22,047

その他 25,092 9,663

営業外収益合計 49,456 35,976

営業外費用

支払利息 20,731 27,118

持分法による投資損失 － 89,020

その他 41,184 60,167

営業外費用合計 61,916 176,306

経常利益 688,479 396,804

特別利益

固定資産売却益 161,384 －

特別利益合計 161,384 －

税金等調整前四半期純利益 849,863 396,804

法人税等 326,723 234,092

少数株主損益調整前四半期純利益 523,140 162,712

少数株主利益 13,235 △6,341

四半期純利益 509,905 169,054
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 523,140 162,712

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,332 △33,980

為替換算調整勘定 103,191 203,564

持分法適用会社に対する持分相当額 △175 1,063

その他の包括利益合計 101,683 170,647

四半期包括利益 624,823 333,360

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 591,053 296,668

少数株主に係る四半期包括利益 33,770 36,691
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 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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