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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 89,618 ― 2,072 ― 2,279 ― 1,124 ―

20年3月期第2四半期 88,640 6.5 3,197 26.2 2,930 26.1 1,337 △9.4

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 16.71 ―

20年3月期第2四半期 19.87 ―

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 132,001 41,094 30.3 594.78
20年3月期 129,511 40,484 30.6 588.12

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  40,026百万円 20年3月期  39,583百万円

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  
 

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― 3.75 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.75 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 165,000 △2.2 3,200 △11.8 2,500 △13.6 800 △24.9 11.89

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、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） 

※ 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8月11日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。本資料に掲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。業績予想の前提となる仮定及び業績予
想のご利用にあたっての注意事項等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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。  

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 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  67,346,935株 20年3月期  67,346,935株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  50,635株 20年3月期  40,852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  67,301,816株 20年3月期第2四半期  67,316,228株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や食料品価格の上昇が一段と進んだ

ことから個人消費は冷え込んでおり、また、金融不安の拡大によるアメリカ経済の後退等も重なったこと

から、国内景気は総じて停滞する結果となりました。 

当第2四半期連結累計期間の清涼飲料業界における状況につきましては、春先から天候不順が続いたこ

とと、その後の比較的早い梅雨明けと猛暑がありましたものの、8月中旬以降に再び天候不順となりまし

たため、茶系飲料は昨年に引き続き減少し、さらにスポーツ飲料も低調に推移いたしました。  

 そのような中で、炭酸飲料やミネラルウォーターについては昨年に引き続き増加し、また、コーヒー飲

料についても堅調ではありましたが、清涼飲料業界全体としては前年を若干下回る実績となりました。  

食品缶詰業界につきましては、水産缶詰が主力のツナ製品において、原料高騰の影響を受け減産とな

り、また、その他製品についても減少したことにより水産缶詰全体では前年を下回る結果となりました。

また、農産缶詰につきましては、昨年に引き続き減産傾向でありましたため、食品缶詰業界全体としては

前年を下回る実績となりました。 

  

（容器事業） 

飲料用スチール空缶は、コーヒー飲料が業界全体では堅調に推移するなかで、当社グループにおいても

缶コーヒーを主体に積極的な営業活動を進めてまいりましたが、全体としては前年を若干下回る販売とな

りました。  

 食品缶詰用空缶につきましては、主要販売品目のうち、水産缶詰は、サケ缶がほぼ前年並みの販売とな

りましたものの、サバやサンマが原料事情の影響を受けたため、水産缶詰全体では前年を若干下回る販売

となりました。しかしながら、農産缶詰におきまして、主力のスイートコーン缶が順調に生産されたこと

が寄与し、食品缶詰用空缶全体では前年を上回る販売となりました。  

 プラスチック製品では、飲料用ペットボトルにおきまして、主力であります５００ｍｌボトルが増加い

たしましたものの、２８０ｍｌを主体としました小型ボトルが、お客様によるボトル成形から充填までの

一貫生産の拡大の影響を受けたため減少となり、ボトル全体では前年を下回る販売となりました。  

 また、無菌充填向けプリフォーム（ボトル成形前の中間製品）につきましては、新たに受注を獲得する

ことができたため、前年を上回る販売となりました。  

 食品用プラスチックボトルにおきましては、 終製品価格の値上げがありましたため、一部において需

要が減少いたしましたが、食用油分野において増加したことが寄与し、食品用プラスチックボトル全体で

は前年を若干上回る販売となりました。  

 一般成形品につきましては主力の農薬園芸製品につきましては厳しい状況が続きましたが、洗剤用ボト

ルなどが好調に推移したことにより、全体としては前年を若干上回る結果となりました。  

 エアゾール用空缶の業界につきましては、6月までの天候不順と、8月中旬以降の気温の低下などの影響

により、制汗消臭剤や殺虫剤が前年を下回るなど、全体としては前年割れの結果となりました。そのよう

な中で、当社グループでは自動車関連などの工業用品が減少いたしましたが、燃料ボンベやエアコン洗浄

剤が増加したことにより、ほぼ前年並みの販売となりました。  

 また、美術缶につきましても、業界全体が縮小している中において当社グループでは、新技術の提案や

積極的な営業活動による新規受注により前年を上回る販売となりました。  

 以上の結果、容器事業全体の売上高は25,184百万円（前年同期比1.8％増）となりました。 

・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
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（充填事業） 

ペットボトル製品につきまして、小型ペットボトル分野では、お客様からの容器の多様化に対する要望

に柔軟に取り組んでまいりましたが、春先の天候不順やお盆明けの気温の低下などの影響を受けたため、

前年を下回る販売となりました。  

 大型ペットボトルにつきましては、昨年に引き続き茶系飲料を中心に受注の増加を図ってまいりました

が、お客様による自社生産比率が引き続き増加傾向にあり、また、スポーツ飲料が業界全体で需要が低迷

した影響を受けましたため、前年を若干下回る販売となりました。その結果、ペットボトル製品全体では

前年を下回る販売となりました。  

 また、缶製品につきましては、昨年度に果汁製品の生産を打ち切ったことが影響したものの、炭酸製品

やコーヒー飲料分野において積極的な営業活動をおこなった結果増加となりましたため、缶製品全体では

前年を上回る販売となりました。  

 リシール缶（ボトル缶）につきましては、市場全体ではペットボトルへの移行が大きいため減少となっ

ておりますが、当社グループにおきましては新製品を積極的に受注するなど、前年を上回る販売となりま

した。  

 以上の結果、充填事業全体としては、ほぼ前年並みの結果となり、その売上高は、63,140百万円（前年

同期比0.2％減）となりました。  

  

（機械製作事業） 

機械製作部門につきましては、製缶用金型や新聞印刷版のスリッター設備等の受注が寄与し、また、液

体小袋充填機は展示会等への出展を中心とした営業活動が実を結び、計画通りの成約に至りましたため、

売上高は前年を上回る結果となりました。 

一方、エンジニアリング部門におきましては、プリフォーム成形機の改造工事等の受注はできましたも

のの、全体としては工事の見直しや先送りの影響がありましたため、前年を下回る結果となりました。  

 以上の結果、機械製作事業全体の売上高は、1,293百万円（前年同期比101.8％増）となりました。 

  

以上により、当第2四半期連結累計期間における内部売上を消去した連結総売上高は、89,618百万円と

前年同期比1.1％の増加となり、経常利益は、2,279百万円（前年同期比22.2％減）、四半期純利益は、

1,124百万円（前年同期比15.9％減）となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 
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（総資産） 
当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は132,001百万円（前連結会計年度末は129,511百万

円）となり2,489百万円の増加となりました。これは主に有形固定資産が減少（62,676百万円から60,343
百万円へ2,333百万円の減）しましたが、第２四半期は販売額が増加する時期であるため、受取手形及び
売掛金が増加（30,775百万円から34,992百万円へ4,217百万円の増）したことによるものであります。 

（負債） 
当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は90,906百万円（前連結会計年度末は89,027百万円）

となり1,878百万円の増加となりました。これは主に借入金が減少（53,736百万円から51,677百万円へ
2,059百万円の減）しましたが、第２四半期は生産高が増加し、原材料の購入が増加する時期であり、ま
たスチール・プラスチック材料等の原材料価格の上昇により買掛金が増加（26,169百万円から30,194百万
円へ4,025百万円の増）したことによるものであります。 

（純資産） 
当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は41,094百万円（前連結会計年度末は40,484百万

円）となり610百万円の増加となりました。これは主に当第2四半期連結累計期間の四半期純利益1,124百
万円の計上及びその他有価証券評価差額金の減少（842百万円から494百万円へ347百万円の減）、配当金
の支払い252百万円によるものであります。 
  

（キャッシュ・フローの状況） 
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローで3,850百万円の増加、投資

活動によるキャッシュ・フローで1,926百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローで2,322百万円
の減少がありました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費3,918百万円が主な増加要因であります。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、製缶設備及びプラスチック製品製造設備、充填設備の更新拡充

に伴う有形固定資産の取得による支出1,818百万円が主な減少要因であります。 
財務活動によるキャシュ・フローは、短期借入れ14,100百万円の収入がありましたが、長期及び短期借

入金の返済16,159百万円の支出が主な減少要因であります。 
この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は398百万円減少し、3,503百万円となり

ました。 

  
  

通期の連結業績予想につきましては、平成20年8月11日に公表いたしました業績予想に変更はありませ
ん。 

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

 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」（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、低価法から原価法（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。 
 これによる第2四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 
  

（追加情報） 

   平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会社は機械装置について、第１四半期連結会計期間より
耐用年数の変更を行っております。 
 これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及
び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ33百万円減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。 

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

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：百万円） 

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 3,503 3,902 

受取手形及び売掛金 34,992 30,775 

商品及び製品 4,544 4,630 

仕掛品 2,674 2,300 

原材料及び貯蔵品 1,987 2,022 

繰延税金資産 565 544 

その他 3,086 1,922 

貸倒引当金 △46 △43 

流動資産合計 51,306 46,054 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 19,850 20,558 

機械装置及び運搬具（純額） 23,214 25,275 

土地 15,539 15,545 

建設仮勘定 980 438 

その他（純額） 757 858 

有形固定資産合計 60,343 62,676 

無形固定資産 446 382 

投資その他の資産 

投資有価証券 16,588 17,165 

長期貸付金 20 23 

繰延税金資産 1,305 1,136 

その他 2,055 2,138 

貸倒引当金 △65 △65 

投資その他の資産合計 19,904 20,398 

固定資産合計 80,694 83,457 

資産合計 132,001 129,511 
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（単位：百万円） 

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 

買掛金 30,194 26,169 

短期借入金 30,133 27,306 

未払法人税等 703 598 

賞与引当金 676 659 

その他 4,047 4,078 

流動負債合計 65,756 58,812 

固定負債 

長期借入金 21,543 26,430 

繰延税金負債 14 8 

退職給付引当金 3,220 3,225 

長期未払金 360 535 

その他 11 15 

固定負債合計 25,150 30,215 

負債合計 90,906 89,027 

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,086 11,086 

資本剰余金 10,750 10,750 

利益剰余金 17,645 16,773 

自己株式 △18 △15 

株主資本合計 39,464 38,595 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 494 842 

繰延ヘッジ損益 67 145 

評価・換算差額等合計 562 988 

少数株主持分 1,067 900 

純資産合計 41,094 40,484 

負債純資産合計 132,001 129,511 
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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：百万円） 

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 89,618 

売上原価 81,189 

売上総利益 8,428 

販売費及び一般管理費 6,356 

営業利益 2,072 

営業外収益 

受取利息 2 

受取配当金 117 

持分法による投資利益 215 

受取賃貸料 146 

その他 261 

営業外収益合計 744 

営業外費用 

支払利息 433 

その他 102 

営業外費用合計 536 

経常利益 2,279 

特別利益 

固定資産売却益 6 

特別利益合計 6 

特別損失 

固定資産売却損 3 

固定資産除却損 68 

投資有価証券評価損 159 

その他 95 

特別損失合計 326 

税金等調整前四半期純利益 1,959 

法人税、住民税及び事業税 639 

法人税等調整額 7 

法人税等合計 646 

少数株主利益 188 

四半期純利益 1,124 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

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 1,959 

減価償却費 3,918 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 

賞与引当金の増減額（△は減少） 17 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4 

受取利息及び受取配当金 △120 

支払利息 433 

持分法による投資損益（△は益） △215 

投資有価証券評価損益（△は益） 159 

有形固定資産除売却損益（△は益） 65 

売上債権の増減額（△は増加） △4,034 

たな卸資産の増減額（△は増加） △252 

その他の資産の増減額（△は増加） △1,072 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,025 

その他の負債の増減額（△は減少） △10 

未払消費税等の増減額（△は減少） △28 

その他 △184 

小計 4,658 

利息及び配当金の受取額 120 

利息の支払額 △480 

法人税等の支払額 △446 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,850 

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 △1,818 

有形固定資産の売却による収入 17 

投資有価証券の取得による支出 △1 

長期前払費用の取得による支出 △1 

貸付けによる支出 △72 

貸付金の回収による収入 10 

その他 △61 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,926 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 14,100 

短期借入金の返済による支出 △10,922 

長期借入金の返済による支出 △5,237 

自己株式の取得による支出 △2 

配当金の支払額 △252 

少数株主への配当金の支払額 △7 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,322 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △398 

現金及び現金同等物の期首残高 3,902 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,503 

ホッカンホールディングス㈱ (5902) 平成21年3月期 第2四半期決算短信

－　8　－



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。 

  

【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） 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    （1）容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器 

    （2）充填事業…………飲料の受託充填 

    （3）機械製作事業……専用機械・金型などの製造 

     （追加情報） 

  【定性的情報・財務諸表等】「４.その他」に記載のとおり、平成20年度の法人税法改正に伴い、連結子会

社は機械装置について、第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。 

 これにより、従来の耐用年数によった場合と比べ、第２四半期連結累計期間の営業利益は、容器事業が32

百万円及び機械製作事業が1百万円それぞれ減少しております。 

  

【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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
  

【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） 

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

  

  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

容器事業 
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

25,184 63,140 1,293 89,618 ― 89,618

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,715 ― 1,404 8,120 △8,120 ―

計 31,900 63,140 2,697 97,738 △8,120 89,618

 営業利益 377 2,136 44 2,557 △485 2,072

(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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前年同四半期に係る財務諸表 

（1）中間連結損益計算書 

「参考資料」

科  目

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)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 88,640

Ⅱ 売上原価 79,050

  売上総利益 9,590

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,393

  営業利益 3,197

Ⅳ 営業外収益 378

 １ 受取利息 3

 ２ 受取配当金 104

 ３ 賃貸資産収入 148

 ４ その他 120

Ⅴ 営業外費用 644

 １ 支払利息 461

 ２ 持分法による投資損失 73

 ３ その他 110

経常利益 2,930

Ⅵ 特別利益 87

 １ 固定資産売却益 2

 ２ 退職給付債務移管に伴う精算益 84

Ⅶ 特別損失 130

 １ 固定資産売却損 0

 ２ 減損損失 19

 ３ 固定資産除却損 100

 ４ その他 9

税金等調整前中間純利益 2,887

法人税、住民税及び事業税 985

法人税等調整額 278

少数株主利益 287

中間純利益 1,337
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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（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 2,887

 ２ 減価償却費 4,235

 ３ 減損損失 19

 ４ 貸倒引当金の増減額 3

 ５ 賞与引当金の増減額 △18

 ６ 退職給付引当金の増減額 △737

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額 △551

 ８ 受取利息及び受取配当金 △108

 ９ 支払利息 461

 10 持分法による投資損益 73

 11 有形固定資産売却益 △2

 12 有形固定資産除売却損 101

 13 前期損益修正損益 8

 14 売上債権の増減額 829

 15 たな卸資産の増減額 △1,016

 16 その他営業資産の増減額 322

 17 仕入債務の増減額 1,813

 18 その他営業債務の増減額 974

 19 未払消費税等の増減額 △221

   小計 9,073

 20 利息及び配当金の受取額 108

 21 利息の支払額 △490

 22 法人税等の支払額 △7

 営業活動によるキャッシュ・フロー 8,683

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 △2,014

 ２ 有形固定資産の売却による収入 16

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △366

 ４ 長期前払費用の取得による支出 △1

 ５ 貸付による支出 △23

 ６ 貸付金の回収による収入 8

 ７ その他 △151

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,533

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 5,400

 ２ 短期借入金の返済による支出 △5,142

 ３ 長期借入れによる収入 4,325

 ４ 長期借入金の返済による支出 △9,778

 ５ 自己株式の取得による支出 △3

 ６ 配当金の支払額 △252

 ７ 少数株主に対する配当金の支払額 △7

 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,459

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 690

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,743

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,433
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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） 

 
（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各事業の主な製品 

    （1）容器事業…………各種缶詰用空缶及びプラスチック容器 

    （2）充填事業…………飲料の受託充填 

    （3）機械製作事業……専用機械・金型などの製造 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(537百万円)は主に当社の費用でありま

す。 

   ４ 当中間連結会計期間より、当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法に変更しております。これにより、当中

間連結会計期間の営業費用は、容器事業が27百万円、充填事業が6百万円及び機械製作事業が0百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。 

   ５ 当中間連結会計期間より、当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却方法の適用により帳簿価額が取得価額

の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、同帳簿価額と備忘価額との差額を5年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより、当中間連結会計期間の営業費用は、容器

事業が156百万円、充填事業が90百万円及び機械製作事業が2百万円増加し、営業利益が同額減少しており

ます。 

  

【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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

  

【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） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

容器事業 
(百万円)

充填事業
(百万円)

機械製作事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

24,744 63,255 640 88,640 ― 88,640

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,406 ― 2,357 9,764 △ 9,764 ―

計 32,151 63,255 2,998 98,404 △ 9,764 88,640

 営業費用 31,355 60,556 2,898 94,810 △ 9,367 85,443

 営業利益 795 2,698 99 3,594 △ 396 3,197
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