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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 1,351 ― 20 ― 33 ― 13 ―
20年3月期第2四半期 1,258 △7.1 37 △26.3 50 △18.4 △161 ―

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 6.29 ―
20年3月期第2四半期 △76.23 ―

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 3,147 1,866 57.9 860.82
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2四半期  1,823百万円 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 2,600 6.5 40 ― 55 208.8 25 ― 11.80

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  無  

(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. 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2四半期  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2四半期  23,734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2四半期  2,118,345株 20年3月期第2四半期  2,118,898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２四半期連結累計期間の売上高につきましては、アンプル部門及び管瓶部門

とも概ね順調に推移し、売上高 13 億 51 百万円となりました。 

利益面につきましては、原油価格高騰に伴う包装材料や各種消耗品等の値上げがありましたが、前期同様積極的

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 20 百万円、経常利益は 33 百万円、

四半期純利益は 13 百万円となりました。 

【参考】 
品目別連結売上高 

平成 20 年３月期中間連結会計期間 平成 21 年３月期第２四半期連結累計期間
品  目 

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％） 

アンプル 253 20.1 305 22.6 

管  瓶 860 68.4 897 66.4 

そ の 他 145 11.5 148 11.0 

合  計 1,258 100.0 1,351 100.0 

 

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２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して６百万円減少し 31 億 47 百万円と

なりました。主な要因は、受取手形及び売掛金(純額)が 52 百万円増加した一方で、たな卸資産が 68 百万円減少し

たこと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４百万円増加し 12 億８千

万円となりました。主な要因は、買掛金が 27 百万円減少した一方で、長期借入金が 37 百万円増加したことによる

ものであります。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１千万円減少し 18 億 66 百万円となり

ました。主な要因は、利益剰余金の減少２百万円及びその他有価証券評価差額金の減少 6百万円によるものであり

ます。 

 

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末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 60 百万円増加し、当第２四半期末には１億 84 百万円となりました。 

当第２四半期連結累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、78 百万円となりました。これは主に売上債権の増加 52 百万円、仕入債務の減

少 27 百万円等により減少した一方で、税金等調整前四半期純利益 28 百万円、減価償却費 42 百万円、たな卸資産

の減少 68 百万円等により増加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、29 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得のために 19 百万円支

出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、11 百万円となりました。これは主に長期借入金の返済 92 百万円、配当金の支

払 15 百万円、社債の償還 10 百万円による支出があった一方で、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 

平成 20 年 11 月５日付で公表した「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成 21 年３月期の連結業績予

想の変更をしておりますので、現時点での変更はありません。 

 

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） 

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 

該当事項はありません。 

 

(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 291,002 224,572

受取手形及び売掛金(純額) 630,085 577,948

商品及び製品 334,849 404,372

仕掛品 1,805 1,585

原材料及び貯蔵品 44,764 44,143

未収入金 35,171 50,888

繰延税金資産 25,043 27,424

その他 2,802 5,580

流動資産合計 1,365,524 1,336,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物(純額) 327,991 338,639

機械装置及び運搬具(純額) 217,685 235,592

土地 213,448 213,448

その他(純額) 51,118 45,156

有形固定資産合計 810,244 832,836

無形固定資産 1,225 1,289

投資その他の資産   

投資有価証券 669,080 680,041

金銭の信託 225,699 223,252

その他 90,733 90,417

貸倒引当金 △14,907 △10,740

投資その他の資産合計 970,605 982,971

固定資産合計 1,782,075 1,817,097

資産合計 3,147,600 3,153,613
 

-　4　-



不二硝子㈱ (5212) 平成21年３月期 第２四半期決算短信 

 

 
 

 

 

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   

買掛金 127,226 154,530

一年内返済予定の長期借入金 163,500 159,000

一年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 10,972 1,887

未払事業所税 3,625 7,188

賞与引当金 57,802 56,328

その他 100,098 93,888

流動負債合計 483,225 492,822

固定負債   

社債 45,000 55,000

長期借入金 238,275 205,225

繰延税金負債 147,305 149,507

退職給付引当金 149,574 158,973

役員退職慰労引当金 215,314 210,908

負ののれん 2,146 4,293

固定負債合計 797,615 783,907

負債合計 1,280,840 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 1,417,581 1,420,144

自己株式 △8,284 △8,239

株主資本合計 1,516,979 1,519,587

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 306,474 313,418

評価・換算差額等合計 306,474 313,418

少数株主持分 43,306 43,877

純資産合計 1,866,759 1,876,883

負債純資産合計 3,147,600 3,153,613
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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 1,351,696

売上原価 1,117,446

売上総利益 234,250

販売費及び一般管理費 214,147

営業利益 20,102

営業外収益  
受取利息 975

受取配当金 8,789

受取賃貸料 4,222

負ののれん償却額 2,146

その他 1,727

営業外収益合計 17,862 
営業外費用  
支払利息 4,638

その他 171

営業外費用合計 4,809

経常利益 33,155

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

ゴルフ会員権評価損 500

貸倒引当金繰入額 4,167

特別損失合計 4,948

税金等調整前四半期純利益 28,254

法人税、住民税及び事業税 10,596

法人税等調整額 4,904

法人税等合計 15,500

少数株主利益 △571

四半期純利益 13,324
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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 28,254

減価償却費 42,629

負ののれん償却額 △2,146

賞与引当金の増減額(△は減少) 1,474

貸倒引当金の増減額(△は減少) 4,462

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 4,406

退職給付引当金の増減額(△は減少) △9,399

受取利息及び受取配当金 △9,765

支払利息 4,638

売上債権の増減額(△は増加) △52,432

たな卸資産の増減額(△は増加) 68,681

仕入債務の増減額(△は減少) △27,303

未収入金の増減額(△は増加) 15,717

未払消費税等の増減額(△は減少) 11,499

その他 △4,118

小計 76,596

利息及び配当金の受取額 9,650

利息の支払額 △5,170

法人税等の支払額 △2,854

営業活動によるキャッシュ・フロー 78,221

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 △158,789

定期預金の払戻による収入 152,692

有形固定資産の取得による支出 △19,984

投資有価証券の取得による支出 △838

投資有価証券の売却による収入 176

金銭の信託の取得による支出 △115,066

金銭の信託の解約による収入 112,619

その他の支出 △315

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,505

財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 130,000

長期借入金の返済による支出 △92,450

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △15,887

その他の支出 △44

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,617

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 60,333

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四半期末残高 184,213
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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） 

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２四半期決算短信 

 

「参考資料」 

前年四半期に係る財務諸表 

(１) 中間連結損益計算書 

  
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) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  1,258,615 100.0

Ⅱ 売上原価  1,010,206 80.3

売上総利益  248,408 19.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  211,018 16.7

営業利益  37,389 3.0

Ⅳ 営業外収益    
１ 受取利息 632   
２ 受取配当金 8,886   
３ 賃貸料 4,160   
４ 負ののれん償却額 2,146   
５ その他 3,129 18,956 1.5

Ⅴ 営業外費用    
１ 支払利息 4,811   
２ その他 663 5,474 0.5

経常利益  50,871 4.0

Ⅵ 特別損失    
１ 固定資産除却損 1,380   
２ 減損損失 11,950   
３ 役員退職慰労引当金繰入 200,804 214,134 17.0

税金等調整前中間純損失(△)  △163,263 △13.0

法人税、住民税及び事業税 8,981   
法人税等調整額 △6,341 2,640 0.2

少数株主損失(△)  △4,371 △0.4

中間純損失(△)  △161,532 △12.8
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(２) 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  
税金等調整前中間純損失(△) △163,263

減価償却費 45,088

減損損失 11,950

負ののれん償却額 △2,146

賞与引当金の増減額(減少：△) 623

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 205,581

退職給付引当金の増減額(減少：△) △21,718

受取利息及び受取配当金 △9,519

支払利息 4,811

売上債権の増減額(増加：△) 31

たな卸資産の増減額(増加：△) △28,445

仕入債務の増減額(減少：△) △63

未収入金の増減額(増加：△) △1,261

未払消費税等の増減額(減少：△) △2,159

その他の増減額(減少：△) △3,462

小計 36,044

利息及び配当金の受取額 9,519

利息の支払額 △4,811

法人税等の支払額 △17,958

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,793

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 △96,687

定期預金の払戻しによる収入 90,666

有形固定資産の取得による支出 △46,104

投資有価証券の取得による支出 △891

金銭信託の取得による支出 △12,346

投資その他の資産の増減額(減少：△) 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,342

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

長期借入金の返済による支出 △90,670

社債の償還による支出 △22,500

自己株式の取得による支出 △471

配当金の支払額 △15,894

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,535

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △72,085

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中間期末残高 149,959
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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） 

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） 

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） 

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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