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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 3,870 △8.5 △274 ― △244 ― △238 ―

23年3月期第2四半期 4,231 △9.7 △121 ― △99 ― △128 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △196百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △165百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △20.56 ―

23年3月期第2四半期 △11.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 9,490 2,111 19.6
23年3月期 9,668 2,342 21.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,864百万円 23年3月期  2,087百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 8,000 ― △360 ― △290 ― △280 ― △24.19



(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 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続を実施中です。 

※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、 
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。 

4.  その他

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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 11,600,000 株 23年3月期 11,600,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 24,299 株 23年3月期 24,169 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,575,766 株 23年3月期2Q 11,576,181 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①販売実績 
 当社グループの当第２四半期の売上は、前年同四半期比 百万円、 ％の減少となりましたが、製品別の売上
高は、以下のとおりとなっております。  
 主力製品である１８Ｌ缶は、東日本地域での販売数量が大震災等の影響で減少いたしました。しかしながら西日
本地域での販売数量の回復、並びに販売価格の上昇が寄与し前年並みの売上高となりました。  
 美術缶の売上高は、食品業界での輸出減少の影響を強く受け、前年同期比 百万円、 ％の減少となりまし
た。 
   製品別売上高                         （単位：百万円、％） 

②損益実績 
 売上総利益は売上高の減少により前年同四半期比 百万円減少し、 百万円となりました。  
 販売費及び一般管理費につきましては、役員報酬・従業員賞与の引下げ等による削減を進めましたが、昨年度に
導入したコンピューターシステムの償却負担が加わり、前年同四半期比 百万円の減少に止まりました。 
 この結果、営業損失は 百万円となり、前年同四半期比 百万円拡大しました。 
 営業外収入は入居者退去による不動産賃貸料の減少、受取配当金の減少により前年同四半期比 百万円減少しま
したが、営業外費用は不動産賃貸費用の減少等により、前年同四半期比 百万円減少しました。 
 この結果、経常損失は 百万円となり前年同四半期比 百万円拡大し、四半期純損失は 百万円となり前年
同四半期比 百万円拡大しました。  

③連結子会社太陽製罐株式会社の経営統合 
 当社および伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社と、ＪＦＥコンテイナー株式会社は、平成23年９月29日に其々の連結子会社
である太陽製罐株式会社とＪＦＥ製缶株式会社の経営統合に関する基本合意書を締結しました。平成24年４月に持
株会社設立後、２年以内の合併を目指し、生産効率・品質・技術力・顧客利便性の向上に取り組んでまいります。

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
①総資産は 百万円となり、前期末対比 百万円の減少となりました。  
 当四半期における主な増減要因は、以下のとおりであります。 
・流動資産は、現金及び預金の減少 百万円、受取手形及び売掛金の減少 百万円、たな卸資産の増加 百万
円等の要因で、 百万円の減少となりました。 
・固定資産は、減価償却等による有形固定資産減少 百万円・無形固定資産減少 百万円、時価上昇等による
投資有価証券の増加 百万円等による投資その他の資産の増加 百万円等の要因で、 百万円減少しました。 

②負債合計は 百万円となり、前期末対比 百万円の増加となりました。 
  当四半期における主な増減要因は、以下のとおりであります。 
・流動負債は、支払手形及び買掛金の減少 百万円、賞与引当金の減少 百万円、有利子負債（短期借入金及
び一年内返済予定の長期借入金、一年内償還予定の社債）の増加 百万円、設備関係の未払金等の減少によるそ
の他の流動負債の減少 百万円等の要因で、 百万円の減少となりました。 
・固定負債は、長期借入金の増加 百万円、退職給付引当金の減少 百万円、投資有価証券の時価上昇に伴う
繰延税金負債の増加 百万円等の要因で、 百万円増加しました。 

③純資産合計は 百万円となり、前期末対比 百万円の減少となりました。 
 当四半期における主な増減要因は、以下の通りであります。 
・株主資本は、四半期純損失 百万円・配当金の支払 百万円等の要因で、 百万円減少しました。 
・その他の包括利益累計額は、株価上昇によるその他有価証券評価差額金の増加により 百万円増加しました。

④当第２四半期連結会計期間末の有利子負債残高（長短借入金、社債）は 百万円となり前連結会計年度末比
百万円の増加となっております。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
 連結業績予想につきましては、平成23年7月27日の「平成24年３月期 第１四半期決算短信」で公表いたしまし
た通期の連結業績予想から変更はありません。 
                                           

 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２四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
用後の実行税率を合理的に見積もり、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。 
 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて計算しております。  

該当事項はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

360 8.5

295 25.4

  
前年同四半期 当第２四半期 前年同四半期比 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

18Ｌ缶  2,827 66.9  2,821  72.9  △6  △0.2

美術缶  1,160 27.4  865  22.4  △295  △25.4

その他  242 5.7  183  4.7  △59  △24.4

計  4,231  100.0  3,870  100.0  △360  △8.5
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9,490 178

65 90 115
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7,378 52

123 35
99
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215 26

32 212

2,111 231

238 34 272
49

3,891
314

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,123,031 1,057,892

受取手形及び売掛金 1,977,874 1,887,177

商品及び製品 128,951 96,237

仕掛品 489,215 535,304

原材料及び貯蔵品 288,833 391,198

その他 68,934 33,000

貸倒引当金 △5,535 △329

流動資産合計 4,071,305 4,000,481

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,354,728 5,354,228

減価償却累計額 △3,188,297 △3,253,092

建物及び構築物（純額） 2,166,431 2,101,136

機械装置及び運搬具 6,374,331 6,403,012

減価償却累計額 △5,615,989 △5,717,423

機械装置及び運搬具（純額） 758,341 685,588

土地 248,511 248,511

リース資産 70,359 70,359

減価償却累計額 △39,351 △45,598

リース資産（純額） 31,008 24,760

建設仮勘定 11,074 －

その他 441,808 466,263

減価償却累計額 △386,582 △406,711

その他（純額） 55,225 59,552

有形固定資産合計 3,270,592 3,119,548

無形固定資産   

リース資産 2,638 1,794

その他 195,221 175,636

無形固定資産合計 197,860 177,431

投資その他の資産   

投資有価証券 1,252,720 1,339,296

賃貸不動産 1,495,308 1,495,308

減価償却累計額 △640,554 △663,536

賃貸不動産（純額） 854,753 831,771

長期貸付金 2,361 3,049

その他 26,769 26,159

貸倒引当金 △7,389 △7,389

投資その他の資産合計 2,129,215 2,192,887

固定資産合計 5,597,668 5,489,867

資産合計 9,668,973 9,490,348
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,527,067 2,403,461

短期借入金 1,100,000 1,306,000

1年内返済予定の長期借入金 872,000 795,000

1年内償還予定の社債 60,000 30,000

リース債務 13,960 11,880

未払法人税等 7,455 6,639

賞与引当金 84,260 48,484

その他 361,618 265,184

流動負債合計 5,026,361 4,866,650

固定負債   

長期借入金 1,545,000 1,760,000

リース債務 19,686 14,674

繰延税金負債 449,428 482,246

退職給付引当金 110,382 84,025

役員退職慰労引当金 83,062 84,321

資産除去債務 14,993 15,063

その他 77,068 71,798

固定負債合計 2,299,620 2,512,130

負債合計 7,325,982 7,378,780

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,000 630,000

資本剰余金 136,773 136,773

利益剰余金 1,034,066 761,298

自己株式 △3,523 △3,534

株主資本合計 1,797,317 1,524,538

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 290,127 339,771

その他の包括利益累計額合計 290,127 339,771

少数株主持分 255,546 247,258

純資産合計 2,342,991 2,111,567

負債純資産合計 9,668,973 9,490,348
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,231,045 3,870,682

売上原価 3,788,732 3,602,266

売上総利益 442,312 268,416

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 172,858 165,072

従業員給料及び手当 124,336 130,837

役員報酬 50,588 49,323

支払手数料 49,961 41,197

減価償却費 25,231 33,916

役員退職慰労引当金繰入額 10,980 10,920

賞与引当金繰入額 27,391 15,460

その他 102,531 96,390

販売費及び一般管理費合計 563,878 543,119

営業損失（△） △121,566 △274,702

営業外収益   

受取利息 240 297

受取配当金 25,708 19,361

不動産賃貸料 110,726 98,460

その他 5,879 9,584

営業外収益合計 142,555 127,704

営業外費用   

支払利息 35,833 35,295

手形売却損 4,268 4,963

不動産賃貸費用 76,282 44,185

その他 4,039 13,020

営業外費用合計 120,423 97,465

経常損失（△） △99,434 △244,463

特別利益   

投資有価証券売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 2,179 －

その他 195 －

特別利益合計 2,387 －

特別損失   

固定資産除却損 4,101 168

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 13,817 －

環境対策費 8,612 －

その他 135 579

特別損失合計 26,667 748

税金等調整前四半期純損失（△） △123,713 △245,211

法人税等 10,537 700

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △134,251 △245,911

少数株主損失（△） △5,586 △7,870

四半期純損失（△） △128,664 △238,040
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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 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △134,251 △245,911

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,753 49,226

その他の包括利益合計 △30,753 49,226

四半期包括利益 △165,004 △196,685

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △157,434 △188,396

少数株主に係る四半期包括利益 △7,570 △8,288
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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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