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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 1,966 ― 3 ― 26 ― 10 ―
20年3月期第3四半期 1,827 △9.2 12 ― 34 ― △187 ―

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3四半期 4.93 ―
20年3月期第3四半期 △88.36 ―

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3四半期 3,075 1,811 57.5 834.39
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3四半期  1,767百万円 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   

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  有   

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 20 ― 40 208.8 15 ― 7.08

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3四半期  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3四半期  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3四半期  2,118,321株 20年3月期第3四半期  2,118,736株
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不二硝子㈱ (5212) 平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 

【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３四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 19 億 66 百万円となりました。 

利益面につきましては、引き続き原油価格高騰に伴う包装材料や各種消耗品等の値上げの影響と、株式市場の株

価の下落に伴う年金資産の時価評価との差額を退職給付費用として計上したことにより利益を減少させ、営業利益

は 3百万円、経常利益は 26 百万円、四半期純利益は 10 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３四半期連結累計期間 平成 21 年３月期第３四半期連結累計期間
品  目 

売上高（百万円） 構成比（％） 売上高（百万円） 構成比（％） 

アンプル 401 21.9 487 24.8 

管  瓶 1,200 65.7 1,261 64.1 

そ の 他 226 12.4 217 11.1 

合  計 1,827 100.0 1,966 100.0 

 

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３四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 77 百万円減少し 30 億 75 百万円

となりました。主な要因は、現金及び預金が 85 百万円増加した一方で、未収入金が 19 百万円減少、有形固定資産

が 35 百万円減少及び投資有価証券が 99 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 12 百万円減少し 12 億 64 百万円となりました。主な要因は、長期借入金が 92 百万円増

加した一方で、買掛金が 30 百万円減少、賞与引当金が 37 百万円減少及び繰延税金負債が 47 百万円減少したこと

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 65 百万円減少し 18 億 11 百万

円となりました。主な要因は、利益剰余金の減少５百万円及びその他有価証券評価差額金の減少 60 百万円による

ものです。 

 

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第３四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 76 百万円増加し、当第３四半期末には 2億円となりました。 

当第３四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、69 百万円となりました。これは主に賞与引当金の減少 37 百万円、仕入債務の

減少 30 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 21 百万円、減価償却費 65 百万円、退職給付

引当金の増加 11 百万円、未収入金の減少 19 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、49 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 30 百万円

等により減少したことに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、56 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 1億 37 百万

円、配当金の支払による支出 15 百万円、社債の償還による支出 20 百万円等により減少した一方で、新規の長期借

入金による収入 2億 3千万円等により増加したことによるものであります。 
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不二硝子㈱ (5212) 平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年３月期の業績予想におきましては、平成 20 年 11 月５日の「業績予想の修正に関するお知らせ」におい

て公表いたしました通期の業績予想を修正いたしました。詳細につきましたは、本日(平成 21 年２月 10 日)別途公表

しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

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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不二硝子㈱ (5212) 平成21年３月期 第３四半期決算短信 

 

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３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31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 310,152 224,572

受取手形及び売掛金(純額) 585,654 577,948

商品及び製品 398,445 404,372

仕掛品 375 1,585

原材料及び貯蔵品 45,556 44,143

未収入金 31,387 50,888

繰延税金資産 12,386 27,424

その他 6,217 5,580

流動資産合計 1,390,175 1,336,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物(純額) 322,116 338,639

機械装置及び運搬具(純額) 221,303 235,592

土地 213,448 213,448

その他(純額) 40,190 45,156

有形固定資産合計 797,058 832,836

無形固定資産 1,193 1,289

投資その他の資産   

投資有価証券 580,399 680,041

金銭の信託 231,699 223,252

その他 90,291 90,417

貸倒引当金 △14,907 △10,740

投資その他の資産合計 887,482 982,971

固定資産合計 1,685,734 1,817,097

資産合計 3,075,909 3,153,613
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不二硝子㈱ (5212) 平成21年３月期 第３四半期決算短信 

 

 
 

 

 

当第３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31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 124,205 154,530

一年内返済予定の長期借入金 172,700 159,000

一年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 1,334 1,887

未払事業所税 5,508 7,188

賞与引当金 19,140 56,328

その他 111,049 93,888

流動負債合計 453,939 492,822

固定負債   

社債 35,000 55,000

長期借入金 284,400 205,225

繰延税金負債 102,205 149,507

退職給付引当金 170,142 158,973

役員退職慰労引当金 217,517 210,908

負ののれん 1,073 4,293

固定負債合計 810,338 783,907

負債合計 1,264,277 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 1,414,698 1,420,144

自己株式 △8,284 △8,239

株主資本合計 1,514,096 1,519,587

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 253,370 313,418

評価・換算差額等合計 253,370 313,418

少数株主持分 44,164 43,877

純資産合計 1,811,632 1,876,883

負債純資産合計 3,075,909 3,153,613
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不二硝子㈱ (5212) 平成21年３月期 第３四半期決算短信 

 

(２) 四半期連結損益計算書 

(第３四半期連結累計期間)  

（単位：千円） 

 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日  

至 平成20年12月31日） 

売上高 1,966,676

売上原価 1,637,763

売上総利益 328,913

販売費及び一般管理費 325,508

営業利益 3,404

営業外収益  
受取利息 1,395

受取配当金 15,495

受取賃貸料 6,279

負ののれん償却額 3,220

その他 4,411

営業外収益合計 30,802 
営業外費用  
支払利息 7,315

その他 321

営業外費用合計 7,636

経常利益 26,571

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 21,669

法人税、住民税及び事業税 2,348

法人税等調整額 8,591

法人税等合計 10,940

少数株主利益 286

四半期純利益 10,442
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不二硝子㈱ (5212) 平成21年３月期 第３四半期決算短信 

 

(３) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日  

至 平成20年12月31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 21,669

減価償却費 65,279

負ののれん償却額 △3,220

賞与引当金の増減額(△は減少) △37,187

貸倒引当金の増減額(△は減少) 4,477

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 6,609

退職給付引当金の増減額(△は減少) 11,169

受取利息及び受取配当金 △16,890

支払利息 7,315

売上債権の増減額(△は増加) △8,016

たな卸資産の増減額(△は増加) 5,723

仕入債務の増減額(△は減少) △30,324

未収入金の増減額(△は増加) 19,501

未払消費税等の増減額(△は減少) 9,694

その他 8,567

小計 64,368

利息及び配当金の受取額 16,488

利息の支払額 △8,176

法人税等の支払額 △3,602

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,076

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 △221,789

定期預金の払戻による収入 212,692

有形固定資産の取得による支出 △30,904

投資有価証券の取得による支出 △1,390

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 △121,066

金銭の信託の解約による収入 112,619

その他の支出 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,536

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 230,000

長期借入金の返済による支出 △137,125

社債の償還による支出 △20,000

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 56,942

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 76,483

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 200,363
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不二硝子㈱ (5212) 平成21年３月期 第３四半期決算短信 

 

 

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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 
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「参考資料」 

前年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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

（単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  1,827,682 100.0

Ⅱ 売上原価  1,496,661 81.9

売上総利益  331,020 18.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  318,586 17.4

営業利益  12,434 0.7

Ⅳ 営業外収益    
１ 受取利息 857   
２ 受取配当金 14,904   
３ 賃貸料 6,025   
４ 負ののれん償却額 3,220

５ その他 5,265 30,273 1.6

Ⅴ 営業外費用    
１ 支払利息 7,635   
２ その他 337 7,973 0.4

経常利益  34,734 1.9

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 201,380 214,710 11.7

税金等調整前四半期純損失(△)  △179,976 △13.0

法人税、住民税及び事業税 2,076   
法人税等調整額 10,139 12,216 0.2

少数株主損失(△)  △4,975 △0.3

四半期純損失(△)  △187,216 △10.2
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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12月31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(△) △179,976

減価償却費 68,707

減損損失 11,950

負ののれん償却額 △3,220

賞与引当金の増減額(減少：△) △36,853

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 208,526

退職給付引当金の増減額(減少：△) △13,981

受取利息及び受取配当金 △15,762

支払利息 7,635

売上債権の増減額(増加：△) 125,409

たな卸資産の増減額(増加：△) △95,635

仕入債務の増減額(減少：△) △64,599

未収入金の増減額(増加：△) △12,266

未払消費税等の増減額(減少：△) △6,415

その他の増減額(減少：△) △5,958

小計 12,361

利息及び配当金の受取額 15,762

利息の支払額 △7,635

法人税等の支払額 △18,425

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,062

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 △99,687

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 △56,669

投資有価証券の取得による支出 △1,433

金銭信託の取得による支出 △18,346

投資その他の資産の増減額(減少：△) △748

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,218

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 200,000

長期借入金の返済による支出 △134,705

社債の償還による支出 △45,000

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 3,929

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △80,227

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 141,817
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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12月31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12月31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12月31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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