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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） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 623 ― 15 ― 27 ― 11 ―
20年3月期第1四半期 599 △8.3 11 ― 21 ― △181 ―

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 5.38 ―
20年3月期第1四半期 △85.71 ―

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 3,329 1,884 55.3 869.33
20年3月期 3,153 1,876 58.1 865.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,841百万円 20年3月期  1,833百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

（注）当社は定款において期末日を配当基準日と定めております。  

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 ― ― ― 7.50 7.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.50 7.50

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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 1,400 ― 25 ― 30 ― 20 ― 9.44
通期 2,600 6.5 50 ― 60 236.9 35 ― 16.52

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、3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） 

［（注）詳細は、3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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 平成20年5月20日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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。 
２. 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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  2,142,000株 20年3月期  2,142,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  23,641株 20年3月期  23,641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  23,641株 20年3月期第1四半期  22,699株
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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 

当社グループの平成 21 年３月期第１四半期の売上高につきましては、アンプル部門が上昇したことにより概

ね順調に推移し、売上高６億 23 百万円（前年同期比 3.9％増）となりました。 

利益面につきましては、前年 10 月以降に実施された原材料等の値上げや、昨今の原油価格高騰に伴う加工用

燃料等の値上げによる製造原価の上昇がありましたが、製造歩留りの向上や積極的な経費削減に取り組んだこと

によりほぼ予定通りの利益を確保し、営業利益は 15 百万円（前年同期比 33.0％増）、経常利益は 27 百万円（同

28.8％増）、四半期純利益 11 百万円（前年は四半期純損失１億 81 百万円）となりました。 

 
【参考】 
品目別連結売上高 

平成 20 年３月期第１四半期 平成 21 年３月期第１四半期 
品  目 

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％）

アンプル 121 20.3 158 25.5 

管  瓶 411 68.7 394 63.3 

そ の 他 65 11.0 69 11.2 

合  計 599 100.0 623 100.0 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１億 75 百万円増加し 33 億 29 百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金の増加１億30百万円及びたな卸資産の増加42百万円によるものであります。

負債総額につきましては、前連結会計年度末と比較して１億 68 百万円増加し 14 億 44 百万円となりました。主

な要因は、長期借入金の増加 84 百万円及び賞与引当金の増加 37 百万円によるものです。 純資産総額につきま

しては、前連結会計年度末と比較して７百万円増加し 18 億 84 百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が

４百万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が 13 百万円増加したことによるものです。 

 

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ 65 百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には１億 89 百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、64百万円となりました。これは主にたな卸資産が42百万円増加した一方で、

税金等調整前当第１四半期純利益 27 百万円及び減価償却費 20 百万円の計上と、賞与引当金が 37 百万円増加し

たことや売上債権が 17 百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、56 百万円となりました。これは主に定期預金の払い戻しによる 98 百万円の

収入があった一方で、定期預金の預け入れによる１億 51 百万円の支出をしたことよるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、57 百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出 45 百万円

があった一方で、新規の長期借入金による収入１億３千万円が生じたことによるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、ほぼ当初の予想どおり推移しております。そのため現時点においては、平成 20 年５月

20 日付にて公表した平成 21 年３月期の連結業績予想の変更はしておりません。 

 

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 

固定資産の減価償却の計算等、一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(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 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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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。 

これ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 

（単位：千円） 

 

 

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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 355,107 224,572

受取手形及び売掛金(純額) 560,003 578,948

商品及び製品 450,454 404,372

仕掛品 892 1,585

原材料及び貯蔵品 41,488 44,143

未収入金 41,547 50,888

繰延税金資産 40,453 27,424

その他 13,356 5,580

流動資産合計 1,503,304 1,336,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物(純額) 332,807 338,639

機械装置及び運搬具(純額) 225,587 235,592

土地 213,448 213,448

その他(純額) 51,445 45,156

有形固定資産合計 823,289 832,836

無形固定資産 1,257 1,289

投資その他の資産   

投資有価証券 702,484 680,041

金銭信託 219,262 223,252

その他 90,624 90,417

貸倒引当金 △10,740 △10,740

投資その他の資産合計 1,001,632 982,971

固定資産合計 1,826,178 1,817,097

資産合計 3,329,483 3,153,613
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 152,687 154,530

一年以内返済予定の長期借入金 173,560 159,000

一年以内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 27,615 1,887

未払事業所税 1,750 7,188

賞与引当金 93,887 56,328

その他 126,014 93,888

流動負債合計 595,514 492,822

固定負債   

社債 45,000 55,000

長期借入金 275,350 205,225

繰延税金負債 160,365 149,507

退職給付引当金 152,516 158,973

役員退職慰労引当金 212,911 210,908

負ののれん 3,220 4,293

固定負債合計 849,362 783,907

負債合計 1,444,877 1,276,729

純資産の部 

株主資本   

資本金 107,100 107,100

資本剰余金 582 582

利益剰余金 1,415,653 1,420,144

自己株式 △8,239 △8,239

株主資本合計 1,515,096 1,519,587

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 326,476 313,418

評価・換算差額等合計 326,476 313,418

少数株主持分 43,032 43,877

純資産合計 1,884,605 1,876,883

負債純資産合計 3,329,483 3,153,613
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(２) 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20年４月１日  

至 平成20年６月30日） 

売上高 623,070

売上原価 502,082

売上総利益 120,988

販売費及び一般管理費 105,078

営業利益 15,909

営業外収益  
受取利息 910

受取配当金 8,608

賃貸料 2,185

負ののれん償却額 1,073

その他 836

営業外収益合計 13,614 
営業外費用  
支払利息 1,920

その他 171

営業外費用合計 2,091

経常利益 27,432

特別利益  
投資有価証券売却益 46

特別利益合計 46 
特別損失  
固定資産除却損 280

特別損失合計 280

税金等調整前四半期純利益 27,198

法人税、住民税及び事業税 27,702

法人税等調整額 △11,055

法人税等合計 16,646

少数株主損失(△) △845

四半期純利益 11,397
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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） 

 

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） 

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 27,198

減価償却費 20,919

負ののれん償却額 △1,073

賞与引当金の増減額(△は減少) 37,559

貸倒引当金の増減額(△は減少) 224

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 2,003

退職給付引当金の増減額(△は減少) △6,457

受取利息及び受取配当金 △9,519

支払利息 1,920

売上債権の増減額(△は増加) 17,720

たな卸資産の増減額(△は増加) △42,735

仕入債務の増減額(△は減少) △1,842

未収入金の増減額(△は増加) 9,341

未払消費税等の増減額(△は減少) 4,833

その他 955

小計 61,047

利息及び配当金の受取額 8,832

利息の支払額 △2,704

法人税等の支払額 △2,714

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,461

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 △151,108

定期預金の払戻しによる収入 98,016

有形固定資産の取得による支出 △6,798

投資有価証券の取得による支出 △630

投資有価証券の売却による収入 176

金銭信託の取得による支出 △6,000

金銭信託の解約による収入 9,989

その他の支出 △206

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,561

財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入による収入 130,000

長期借入金の返済による支出 △45,315

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △5,142

その他の支出 △12,196

財務活動によるキャッシュ・フロー 57,346

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 65,246

現金及び現金同等物の期首残高 123,880

現金及び現金同等物の期末残高 189,127
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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 

〔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） 

当社グループにおいては、セグメントが単一であるため、該当ありません。 

  
〔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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当ありません。 

  
〔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%未満のため海外売上高の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。 

 

  

-　8　-



不二硝子㈱ (5212) 平成21年３月期 第１四半期決算短信 

 

「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表 

(１) (要約) 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） 

（単位：千円） 

前年同四半期 

（平成20年３月期 

第１四半期） 科目 

金額 

Ⅰ 売上高 599,741

Ⅱ 売上原価 480,961

売上総利益 118,780

Ⅲ 販売費及び一般管理費 106,820

営業利益 11,959

Ⅳ 営業外収益  

 受取利息 108

 受取配当金 8,341

 賃貸料 2,031

 負ののれん償却額 1,073

 その他 1,001

営業外収益合計 12,556

Ⅴ 営業外費用  

 支払利息 2,741

 その他 469

 営業外費用合計 3,210

経常利益 21,304

Ⅳ 特別損失  

 役員退職慰労引当金繰入額 200,804

 特別損失合計 200,804

税金等調整前四半期純損失 179,499

税金費用 6,746

少数株主損失 4,582

四半期純損失 181,663
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(２) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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） 

（単位：千円） 

前年同四半期 

（平成19年３月期 

第１四半期） 科目 

金額 

Ⅰ 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損失 179,499 

 減価償却費 21,010 

 負ののれん償却額 △1,073 

 賞与引当金の増減額(減少：△) 37,156 

 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 203,192 

 退職給付引当金の増減額(減少：△) △6,724 

 受取利息及び受取配当金 △8,449 

 支払利息 2,741 

 売上債権の増減額(増加：△) 41,525 

 たな卸資産の増減額(増加：△) △39,271 

 仕入債務の増減額(減少：△) 239 

 未収入金の増減額(増加：△) △2,587 

 未払消費税等の増減額(減少：△) △2,351 

 その他 △5,778 

小計 60,131 

 利息及び配当金の受取額 8,449 

 利息の支払額 △2,741 

 法人税等の支払額 △17,108 

営業活動によるキャッシュ・フロー 48,730 

Ⅱ 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 △87,016 

 定期預金の払戻しによる収入 84,001 

 有形固定資産の取得による支出 △13,802 

 投資有価証券の取得による支出 △536 

 金銭信託の取得による支出 △6,000 

 その他投資活動による収入、支出(支出：△) △565 

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,919 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   
 長期借入による収入 100,000 

 長期借入金の返済による支出 △43,635 

 社債の償還による支出 △22,500 

 配当金の支払額 △15,894 

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,970 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 42,780 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 222,044 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 264,825 
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(３) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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） 

当社グループにおいては、セグメントが単一であるため、該当ありません。 

  
〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当ありません。 

  
〔海外売上高〕 

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） 

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため海外売上高の記載を省略しております。 
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