
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月28日

（百万円未満切捨て）

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11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月5日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 15,817 ― 1,066 ― 1,005 ― 524 ―

20年3月期第2四半期 13,108 △1.3 203 △65.0 203 △66.4 △16 ―

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2四半期 18.30 ―

20年3月期第2四半期 △0.57 ―

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2四半期 31,004 15,168 47.6 515.40
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2四半期  14,767百万円 20年3月期  14,457百万円

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  

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。  

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 2.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 ― ―

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 33,800 20.2 1,520 29.6 1,500 39.4 770 111.0 26.87

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.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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  22,209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2四半期  28,652,991株 20年3月期第2四半期  28,656,003株
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした世界的な経
済減速、エネルギー・食料等のインフレ進行、更に円高が、企業収益の減少や個人消費の圧迫要因とな
り、景気は停滞局面となりました。 
 当社グループの事業分野である産業用容器の主な需要先の化学・石油・塗料業界は、原燃料価格の高騰
や、一部製品で減産の動きがあるなど懸念要因があり、収益面では減速傾向もみられますが、ドラム缶の
需要は国内外とも総じて堅調に推移し、その結果、当第２四半期累計期間の国内での新缶ドラム出荷量は
過去 高のレベルを更新しました。 
 当社グループは、国内 大の販売規模を有し、中国にもドラム缶工場を有するわが国唯一の企業とし
て、独自の環境対応製品を始めとした豊富な品揃えで、営業活動を展開しております。省資源に寄与する
薄ドラム缶も使用鋼材にハイテン材を他社に先駆けて採用するなど業界をリードしております。 
 このような状況のもと、当第２四半期累計期間における連結業績につきましては、売上高158億17百万
円、営業利益10億66百万円、経常利益10億５百万円、四半期純利益５億24百万円となりました。 
 
 事業別の概況は以下のとおりであります。  
   
〔ドラム缶事業〕 
 ドラム缶事業は、国内・海外ともに堅調な需要に支えられ、販売数量はグループ全体で合併後 高の
3,741千缶（前年同期比6.3%増）となり、売上高は134億30百万円となりました。 
 国内のドラム缶事業の販売数量は、堅調な需要に支えられて前年同期を上回りました。加えて、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
期に対し増益となりました。 
 中国でのドラム缶事業は、前年に引き続き販売数量が拡大し、前年同期比で増収・増益となりました。
また、浙江省の新工場は６月に開業式を執り行い、年末からの本格操業を待つ状況となっております。 
 
  
〔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。 
  
  
  

  

当第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末比18億97百万円増加の310億4百万円となりまし
た。主な要因は、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16億5百万円増加の158億36百万円となりました。主な要因は、仕入増
に伴う支払手形及び買掛金の増加であります。 
 純資産合計は前連結会計年度末比2億92百万円増加の151億68百万円となりました。主な要因は、当四半
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であります。 
  

  

 
 業績予想につきましては、平成20年10月27日公表のとおりであり、変更はありません。  
  

・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

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。 
  

①税金費用の計算 
 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。 

  

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 終改正平成19年３
月30日企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平
成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16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。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が
5,251千円それぞれ減少しております。  
 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ております。 
 この変更による損益への影響はありません。  
  

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年9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 568,054 846,862 

受取手形及び売掛金 7,696,254 7,528,877 

商品 5,321 4,910 

製品 200,579 161,377 

原材料 2,078,762 1,176,583 

仕掛品 199,160 167,006 

貯蔵品 466,248 483,047 

繰延税金資産 157,142 157,041 

その他 1,747,704 1,027,080 

貸倒引当金 △15,947 △16,197 

流動資産合計 13,103,281 11,536,589 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,596,923 1,374,127 

機械装置及び運搬具（純額） 4,208,931 3,986,191 

土地 9,208,719 9,208,410 

建設仮勘定 107,873 117,525 

その他（純額） 359,606 361,190 

有形固定資産合計 15,482,055 15,047,444 

無形固定資産 

その他 624,130 509,452 

無形固定資産合計 624,130 509,452 

投資その他の資産 

投資有価証券 752,639 845,137 

繰延税金資産 674,821 650,987 

その他 378,626 501,087 

貸倒引当金 △10,610 △35,430 

投資その他の資産合計 1,795,477 1,961,782 

固定資産合計 17,901,662 17,518,680 

繰延資産 

開業費 － 51,825 

繰延資産合計 － 51,825 

資産合計 31,004,944 29,107,094 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年9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 8,941,253 6,902,624 

短期借入金 2,924,007 3,254,319 

未払法人税等 354,606 240,774 

未払消費税等 35,419 9,060 

その他 1,610,681 1,869,868 

流動負債合計 13,865,968 12,276,646 

固定負債 

長期借入金 － 26,927 

退職給付引当金 1,741,422 1,781,614 

役員退職慰労引当金 105,710 92,420 

ＰＣＢ処理引当金 39,061 39,061 

負ののれん 6,814 9,086 

リース債務 72,767 － 

その他 4,983 5,503 

固定負債合計 1,970,758 1,954,612 

負債合計 15,836,727 14,231,259 

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 7,749,256 7,368,159 

自己株式 △4,169 △4,063 

株主資本合計 14,759,962 14,378,970 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 34,681 58,685 

為替換算調整勘定 △26,984 20,104 

評価・換算差額等合計 7,697 78,790 

少数株主持分 400,556 418,074 

純資産合計 15,168,216 14,875,835 

負債純資産合計 31,004,944 29,107,094 
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 (2)【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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 15,817,030 

売上原価 12,379,178 

売上総利益 3,437,851 

販売費及び一般管理費 2,371,248 

営業利益 1,066,603 

営業外収益 

為替差益 56,212 

その他 49,237 

営業外収益合計 105,450 

営業外費用 

支払利息 31,100 

支払補償費 18,597 

減価償却費 33,381 

売上債権売却損 16,401 

その他 66,666 

営業外費用合計 166,148 

経常利益 1,005,905 

特別損失 

固定資産廃棄損 48,451 

投資有価証券評価損 45,400 

特別退職金 17,625 

特別損失合計 111,477 

税金等調整前四半期純利益 894,427 

法人税等 375,883 

少数株主損失（△） △5,819 

四半期純利益 524,363 
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 【第2四半期連結会計期間】 

（単位：千円） 

当第2四半期連結会計期間 
(自 平成20年7月1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 8,086,170 

売上原価 6,533,294 

売上総利益 1,552,875 

販売費及び一般管理費 1,280,548 

営業利益 272,327 

営業外収益 

受取利息及び配当金 6,475 

受取賃貸料 5,278 

その他 14,421 

営業外収益合計 26,175 

営業外費用 

支払利息 16,538 

その他 83,092 

営業外費用合計 99,631 

経常利益 198,871 

特別損失 

固定資産廃棄損 48,451 

投資有価証券評価損 45,400 

特別退職金 17,625 

特別損失合計 111,477 

税金等調整前四半期純利益 87,393 

法人税等 60,661 

少数株主損失（△） △18,649 

四半期純利益 45,381 
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年9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 894,427

減価償却費 563,519

開業費の償却額 125,988

負ののれん償却額 △2,272

持分法による投資損益（△は益） 3,644

固定資産廃棄損 61,511

たな卸資産廃棄損 8,330

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,065

退職給付引当金の増減額 △40,191

役員退職慰労引当金の増減額 13,290

支払利息 31,100

為替差損益（△は益） △54,717

売上債権の増減額（△は増加） △174,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △966,575

仕入債務の増減額（△は減少） 2,216,723

未払消費税等の増減額 26,359

未収入金の増減額 △749,905

投資有価証券評価損 45,400

特別退職金 17,625

その他 △26,484

小計 1,968,207

利息及び配当金の受取額 9,567

利息の支払額 △31,952

開業費の支払額 △55,988

特別退職金の支払額 △192,226

法人税等の支払額 △261,044

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,436,563

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,053,014

有形固定資産の売却による収入 5,360

無形固定資産の取得による支出 △82,171

投資有価証券の取得による支出 △5,412

貸付けによる支出 △7,000

貸付金の回収による収入 920

その他 △13,759

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,155,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △343,100

親会社による配当金の支払額 △143,448

その他 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △486,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △229,508

現金及び現金同等物の期首残高 831,862

現金及び現金同等物の四半期末残高 602,354
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

①事業の種類別セグメント情報 
  当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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。 
  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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前中間連結損益計算書 

「参考資料」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 13,108,707

Ⅱ 売上原価 10,730,481

   売上総利益 2,378,225

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,175,181

   営業利益 203,044

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取配当金 4,840

 ２ 資産賃貸料 18,263

 ３ 負ののれん償却額 18,648

 ４ 為替差益 15,762

 ５ その他 26,862 84,375

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 27,229

 ２ 持分法による 
   投資損失

13,498

 ３ 売上債権売却損 14,244

 ４ 手形債権売却損 8,941

 ５ その他 19,824 83,738

   経常利益 203,682

Ⅵ 特別損失

 １ 工場生産体制再編費 123,309

 ２ 貸倒引当金繰入額 35,000

 ３ システム更新費 34,150

 ４ 本社移転費 5,901 198,361

   税金等調整前 
   中間純利益

5,320

   法人税、住民税 
   及び事業税

33,832

   法人税等調整額 △28,605 5,226

   少数株主利益 16,432

   中間純損失(△)      △16,338
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９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 税金等調整前中間(当期)純利益 5,320

 ２ 減価償却費 390,509

 ３ 負ののれん償却額 △18,648

 ４ 持分法による投資損失 13,498

 ５ 固定資産廃却損 223

 ６ 固定資産売却損益 △176

 ７ 貸倒引当金の増減額 34,847

 ８ 退職給付引当金の増減額 △47,821

 ９ 役員退職慰労引当金の増減額 △46,840

 10 支払利息 27,229

 11 為替差損益 △7,773

 12 売上債権の増減額 802,758

 13 たな卸資産の増減額 △134,150

 14 仕入債務の増減額 △10,559

 15 未払消費税等の増減額 △1,712

 16 未収入金の増減額 △408,437

 17 工場生産体制再編費 123,309

 18 システム更新費 34,150

 19 本社移転費用 5,901

 20 その他 △66,898

     小計 694,731

 21 利息及び配当金の受取額 5,611

 22 利息の支払額 △22,089

 23 開業費 △4,462

 24 工場生産体制再編費 △102,855

 25 システム更新費 △1,683

 26 本社移転費用 △4,588

 27 法人税等の支払額 △164,084

    営業活動による 

    キャッシュ・フロー
400,578

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △5,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △383,149

 ３ 有形固定資産の売却による収入 404

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △148,391

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △5,250

 ６ 貸付による支出 △11,400

 ７ 貸付金の回収による収入 355

 ８ その他 △29,536

    投資活動による 

    キャッシュ・フロー
△581,967
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前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

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 488,800

 ２ 長期借入金の返済による支出 △10,000

 ３ 配当金の支払額 △143,924

 ４ 少数株主からの払込による収入 83,144

 ５ セール・アンド・リースバック取 

   引による収入
115,069

 ６ その他 △555

    財務活動による 

    キャッシュ・フロー
532,534

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 23,294

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 374,440

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 373,173

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び 

  現金同等物の増加額
133,425

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末残高 881,039
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