
平成21年3月期 第1四半期決算短信
平成20年7月29日

上 場 会 社 名 ＪＦＥコンテイナー株式会社 上場取引所 大
コ ー ド 番 号 ５９０７ URL http://www.jfecon.jp/

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)中島廣久
問合せ先責任者 (役職名)企画部長 (氏名)村上伸二 TEL  (03)3837―8207
四半期報告書提出予定日 平成20年８月12日

(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第１四半期 7,730 ― 794 ― 807 ― 478 ―

20年３月期第１四半期 6,505 △1.5 116 △59.3 151 △49.2 76 △56.5

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

21年３月期第１四半期 16 71 ― ―

20年３月期第１四半期 ２ 67 ― ―

　(2) 連結財政状態

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

21年３月期第１四半期 29,749 14,948 49.0 508 61

　 20年３月期 29,107 14,875 49.7 504 58
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 14,573百万円 20年３月期 14,457百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

　20年３月期   ―   ―   ― 5 00 5 00

　21年３月期 0 00 　― 　― 　― 　―

　21年３月期(予想) 　― 2 50 0 00   ―   ―
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

平成21年３月期の期末・年間配当予想額は、未定であります。

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期連結累計期間 15,200 ― 670 ― 690 ― 380 ― 13 26

　 通期 32,500 15.6 1,400 19.4 1,400 30.1 1,020 179.5 35 60
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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4. その他

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：   有

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 有

　 [(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(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）

21年３月期第１四半期 28,675,000株 20年３月期 28,675,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 21,809株 20年３月期 21,809株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 28,653,191株 20年３月期第１四半期 28,656,553株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　１.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２.上記の業績予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、今
後の様々な不確定要素により実際の数値と異なる場合があります。

　３．平成21年３月期の期末・年間配当予想額につきましては、今後の業績等を勘案して、決定次第開示いた
します。
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期のわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経済の減速懸念
や、原油・素材価格の高騰、急激な円高の進行が、企業収益の減少や個人消費の圧迫要因となり、
先行きに不透明感が強まる状況となりました。
　このような状況のもと、当第１四半期における連結業績につきましては、主に当社グループの主
要取引先である石油・化学業界の国内外での堅調な需要に支えられ、ドラム缶販売数量が高い水準
で推移し、また国内ドラム缶販売価格の改善により、売上高77億30百万円、営業利益７億94百万
円、経常利益８億７百万円、四半期純利益４億78百万円となりました。

　事業別の概況は以下のとおりであります。

　〔ドラム缶事業〕

　グループ全体でのドラム缶事業の販売数量は、前年同期に対し国内・海外とも増加し1,857千缶
（前年同期比6.0％増）となりました。業績につきましては販売数量の増加や、工場再編によるコス
ト削減、及び諸資材価格上昇によるコストアップ分の販売価格への転嫁が進んだ結果、前年同期に
対し改善いたしました。
　尚、６月には中国で２番目の事業拠点となる「杰富意金属容器(浙江)有限公司」が操業を開始い
たしました。

　〔18Ｌ缶事業〕

　18Ｌ缶業界全体の販売数量は、前年同期に対し減少しておりますが、当社グループは、前年同期
並の販売数量を確保いたしました。
　現在、鋼材価格上昇分を販売価格へ転嫁するための取組みを行っております。

　〔ＧＳＥ事業〕

　ＧＳＥ事業は、天然ガス自動車用燃料容器の販売が低迷しており、販売数量は前年同期並の水準
にとどまりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末比６億42百万円増加の297億49百万円となりました。
主な要因は、売上増に伴う売掛金の増加、諸資材価格上昇に伴う棚卸資産の増加、及び設備投資による有形
固定資産の増加であります。
　負債合計は、前連結会計年度末比５億69百万円増加の148億1百万円となりました。主な要因は、仕入増に
伴う支払手形及び買掛金の増加、有形固定資産取得に伴う借入金の増加であります。
　純資産合計は前連結会計年度末比72百万円増加の149億48百万円となりました。主な要因は、四半期純利益
計上に伴う利益剰余金の増加、配当金支払に伴う利益剰余金の減少、及び評価換算差額等の減少であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、平成20年4月25日公表のとおりであり、変更はありません。
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4. その他
(1) 期中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)

　該当事項はありません。
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法
　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。
　②棚卸資産の評価方法
　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。
　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。
　③固定資産の減価償却費の算定方法
　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。
　④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法
　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。
　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。
　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じ
ておらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において
使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。
　⑤連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去
　連結会社間の債権と債務の相殺消去

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで
債権と債務を相殺消去しております。

　 連結会社間の取引の相殺消去
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法によ
り相殺消去しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12

号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業
会計基準適用指針第14号)を当第１四半期連結会計期間より適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
　②「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成 19年３月
30日企業会計基準第13号)を当第１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リ
ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準
じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。
　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方
法によっております。
　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期
首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産を計
上する方法によっております。
　この変更による損益への影響はありません。 
　③「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）
を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）に変更しております。
　この変更による損益への影響は軽微であります。 
　④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平
成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正
を行っております。
　この変更による損益への影響はありません。 
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

区分 金額(千円) 金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

　１ 現金及び預金 570,839 846,862

　２ 受取手形及び売掛金 8,076,407 7,528,877

　３ 商品 4,669 4,910

　４ 製品 171,156 161,377

　５ 原材料 1,592,438 1,176,583

　６ 貯蔵品 472,365 483,047

　７ 仕掛品 175,530 167,006

　８ 繰延税金資産 157,019 157,041

　９ その他 757,008 1,027,080

　10 貸倒引当金 △15,297 △16,197

　 流動資産合計 11,962,137 11,536,589

Ⅱ 固定資産

　(1)有形固定資産

　 １ 建物及び構築物 1,347,259 1,374,127

　 ２ 機械装置及び運搬具 3,791,424 3,986,191

　 ３ 土地 9,208,719 9,208,410

　 ４ 建設仮勘定 488,294 117,525

　 ５ その他 364,688 361,190

　 有形固定資産合計 15,200,387 15,047,444

　(2)無形固定資産

　 １ その他 586,222 509,452

　 無形固定資産合計 586,222 509,452

　(3)投資その他の資産

　 １ 投資有価証券 856,482 845,137

　 ２ 繰延税金資産 646,478 650,987

　 ３ その他 423,782 501,087

　 ４ 貸倒引当金 △9,260 △35,430

　 投資その他の資産合計 1,917,482 1,961,782

　 固定資産合計 17,704,093 17,518,680

Ⅲ 繰延資産

　 １ 開業費 83,606 51,825

　 繰延資産合計 83,606 51,825

　 資産合計 29,749,837 29,107,094
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当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

区分 金額(千円) 金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

　１ 支払手形及び買掛金 7,216,779 6,902,624

　２ 短期借入金 3,638,202 3,254,319

　３ 未払法人税等 286,046 240,774

　４ 未払消費税等 74,767 9,060

　５ その他 1,561,709 1,869,868

　 流動負債合計 12,777,505 12,276,646

Ⅱ 固定負債

　１ 長期借入金 23,671 26,927

　２ 退職給付引当金 1,768,934 1,781,614

　３ 役員退職慰労引当金 99,140 92,420

　４ ＰＣＢ処理引当金 39,061 39,061

　５ 負ののれん 7,950 9,086

　６ リース負債 79,578 ―

　７ その他 5,243 5,503

　 固定負債合計 2,023,579 1,954,612

　 負債合計 14,801,084 14,231,259

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

　１ 資本金 2,365,000 2,365,000

　２ 資本剰余金 4,649,875 4,649,875

　３ 利益剰余金 7,703,875 7,368,159

　４ 自己株式 △4,063 △4,063

　 株主資本合計 14,714,686 14,378,970

Ⅱ 評価・換算差額等

　１ その他有価証券
　 評価差額金

62,029 58,685

　２ 為替換算調整勘定 △203,352 20,104

　 評価・換算差額等合計 △141,323 78,790

Ⅲ 少数株主持分 375,389 418,074

　 純資産合計 14,948,752 14,875,835

　 負債純資産合計 29,749,837 29,107,094
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(2) 【四半期連結損益計算書】

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 7,730,860

Ⅱ 売上原価 5,845,883

　 売上総利益 1,884,976

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,090,700

　 営業利益 794,276

Ⅳ 営業外収益

　１ 為替差益 60,773

　２ その他 25,014 85,787

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 14,561

　２ 支払補償費 18,000

　３ 減価償却費 17,325

　４ 売上債権売却損 8,032

　５ その他 15,109 73,029

　 経常利益 807,034

　 税金等調整前四半期純利益 807,034

　 法人税等 315,222

　 少数株主利益 12,830

　 四半期純利益 478,981
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による
　 キャッシュ・フロー
　１ 税金等調整前四半期純利益 807,034
　２ 減価償却費 276,883
　３ 負ののれん償却額 △1,136
　４ 持分法による投資損益 △1,460
　５ 固定資産廃棄損 140
　６ 貸倒引当金の増減額 △27,028
　７ 退職給付引当金の増減額 △12,679
　８ 役員退職慰労引当金の増減額 6,720
　９ 支払利息 14,561
　10 為替差損益 △60,740
　11 売上債権の増減額 △609,638
　12  たな卸資産の増減額 △436,493
　13 仕入債務の増減額 586,458
　14 未払消費税等の増減額 65,707
  15 未収入金の増減額 11,469
　16 その他 △103,592
　 小計 516,206
　17 利息及び配当金の受取額 3,176
　18 利息の支払額 △15,515
  19 開業費の支払額 △22,023
  20 特別退職金の支払額 △187,226
　21 法人税等の支払額 △258,238
　 営業活動による
　 キャッシュ・フロー

36,378

Ⅱ 投資活動による
　 キャッシュ・フロー
　１ 有形固定資産の取得による支出 △503,515
　２ 有形固定資産の売却による収入 3,259
　３ 無形固定資産の取得による支出 △12,553
　４ 投資有価証券の取得による支出 △2,456
　５ 貸付による支出 △46,000
　６ 貸付金の回収による収入 46,711
　７ その他 △4,812
　 投資活動による
　 キャッシュ・フロー

△519,366

Ⅲ 財務活動による
　 キャッシュ・フロー
　１ 短期借入金の純増減額 424,050
　２ 親会社による配当金の支払額 △143,295
　 財務活動による
　 キャッシュ・フロー

280,754

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
　 換算差額

△73,790

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △276,023
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 831,862
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 555,839
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

①事業の種類別セグメント情報
　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

当連結グループの主な事業である「各種容器類の製造及び販売」はグループ事業全体に占める割合が
売上高及び営業損益のいずれにおいても90％超であるため、記載を省略しております。

②所在地別セグメント情報
　 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略してお
ります。

　 ③海外売上高
　 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）
　 海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

(6) 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。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,505,148

Ⅱ 売上原価 5,340,914

　 売上総利益 1,164,233

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,047,253

　 営業利益 116,980

Ⅳ 営業外収益 72,987

Ⅴ 営業外費用 38,296

　 経常利益 151,671

　 税金等調整前四半期純利益 151,671

　 税金費用 70,634

　 少数株主利益 4,341

　 四半期純利益 76,696

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前四半期セグメント情報

　 平成20年3月期第１四半期財務・業績の概況において開示しておりませんので省略いたします。
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