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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 5,730 △25.9 △170 ― △233 ― △211 ―

21年3月期第1四半期 7,730 ― 794 ― 807 ― 478 ―

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

22年3月期第1四半期 △7.37 ―

21年3月期第1四半期 16.71 ―

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

22年3月期第1四半期 27,987 13,587 47.3 462.44
21年3月期 28,601 13,647 46.6 465.68

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,249百万円 21年3月期  13,342百万円

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22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

21年3月期 ― 2.50 ― 2.50 5.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

10,900 △31.1 △540 ― △600 ― △700 ― △24.43

通期 23,700 △14.1 80 △90.6 0 ― 700 ― 24.43
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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、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。 

(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） 

(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．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。 
２．平成22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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 28,675,000株 21年3月期  28,675,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  24,608株 21年3月期  23,909株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 28,650,392株 21年3月期第1四半期 28,653,191株
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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年秋以降の急激な景気悪化の影響で、設備投資や個人消費の低
迷が続き、一部には製造業の在庫調整の進展等により景気の底入れ感が見え始めましたが、依然として先
行きの見通しは不透明な状況が続いております。 
 当社グループの事業分野である産業用容器業界におきましては、実体経済の悪化が最悪期を脱したこと
に伴い化学品の大手需要分野である自動車・家電製品等の生産が増加、主要取引先である化学・石油業界
の回復を受け、当四半期に入り、国内外のドラム缶需要は徐々に回復の兆しを見せております。  
 当第１四半期における連結業績につきましては、売上高57億30百万円（前年同期比25.9％減）、営業損
失１億70百万円、経常損失２億33百万円となり、四半期純損失は２億11百万円になりました。  
  
 事業別の概況は以下のとおりであります。   
    
 〔ドラム缶事業〕  
 当第１四半期の当社グループ全体のドラム缶販売数量は1,345千缶で、前年同期に比べ▲27.6%の大幅な
減となりました。  
 国内のドラム缶事業は、販売数量の大幅な減に加え、鋼材市況の先安感に伴い４月より販売価格の値下
げを余儀なくされたこと、更に、前期に生産が急激に落ち込んだ結果として、大量の高値鋼材在庫を抱
え、それらの消化に伴い収益は大幅に悪化いたしました。これに対し、収益改善対策として人件費・経費
を中心とした固定費の圧縮等、徹底したコスト削減を実施いたしましたが、残念ながら前年同期に対し減
収・減益となり、損益は赤字となりました。  
 中国でのドラム缶事業に関しましても、販売数量の減少により前年同期に対し減収・減益となりまし
た。国内と同様に、前期の後半に需要が大幅に落ち込みましたが、政府の内需拡大政策の影響等もあり需
要は急回復し、当四半期より販売数量は増加傾向にあります。 
  
〔18Ｌ缶事業〕  

 当第１四半期の18Ｌ缶の販売数量は2,127千缶で、前年同期に比べ▲17.5%の減となりました。売上高に
関しては販売数量は減少したものの、従来より鋼材価格上昇分に見合う販売価格の改善に取組んできた結
果、前年同期並の水準となりました。損益は販売数量の減少を受け減益となりました。 
  
〔ＧＳＥ事業〕  

 ＧＳＥ事業は、車載容器の販売数量が前年同期に比べ若干増加し、増収となりましたが、収益面は依然
として厳しい状況が続いております。 
  
  

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末比６億13百万円減少の279億87百万円となりまし
た。主な要因は、諸資材価格減少及び生産変動に伴う棚卸資産の減少であります。  
 負債合計は、前連結会計年度末比５億53百万円減少の143億99百万円となりました。主な要因は、仕入
減少に伴う買掛金の減少であります。  
 純資産合計は前連結会計年度末比59百万円減少の135億87百万円となりました。主な要因は、四半期純
損失計上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21年４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.簡便な会計処理 
 該当事項はありません。 

 ２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
  ・税金費用の計算 

 当第１四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、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。但し、見積実
効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する
方法によっ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。 
  

 該当事項はありません。 
  

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 757,806 653,289

受取手形及び売掛金 5,241,493 5,056,797

商品及び製品 181,719 193,477

仕掛品 185,335 190,781

原材料及び貯蔵品 2,229,978 3,666,780

繰延税金資産 497,579 419,485

その他 1,718,466 1,286,342

貸倒引当金 △10,843 △10,260

流動資産合計 10,801,535 11,456,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,458,668 1,451,460

機械装置及び運搬具（純額） 3,820,105 3,804,942

土地 9,240,257 9,240,257

建設仮勘定 192,788 138,006

その他（純額） 307,173 329,522

有形固定資産合計 15,018,994 14,964,189

無形固定資産   

その他 542,484 564,632

無形固定資産合計 542,484 564,632

投資その他の資産   

投資有価証券 708,583 656,538

繰延税金資産 588,749 622,200

その他 343,546 352,393

貸倒引当金 △16,110 △15,180

投資その他の資産合計 1,624,769 1,615,952

固定資産合計 17,186,248 17,144,774

資産合計 27,987,783 28,601,468

ＪＦＥコンテイナー㈱(5907)平成22年３月期第１四半期決算短信

5



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,623,084 6,085,830

短期借入金 7,295,624 5,286,704

未払法人税等 16,549 41,313

未払消費税等 110,254 18,586

その他 1,397,630 1,382,773

流動負債合計 12,443,144 12,815,208

固定負債   

長期借入金 262,500 350,000

退職給付引当金 1,498,762 1,558,665

役員退職慰労引当金 96,640 122,800

ＰＣＢ処理引当金 39,061 39,061

負ののれん 3,406 4,542

その他 56,384 63,396

固定負債合計 1,956,755 2,138,465

負債合計 14,399,899 14,953,673

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 6,371,162 6,653,977

自己株式 △4,786 △4,606

株主資本合計 13,381,250 13,664,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,492 △23,222

為替換算調整勘定 △152,480 △298,823

評価・換算差額等合計 △131,988 △322,045

少数株主持分 338,622 305,594

純資産合計 13,587,884 13,647,795

負債純資産合計 27,987,783 28,601,468
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,730,860 5,730,515

売上原価 5,845,883 4,976,199

売上総利益 1,884,976 754,316

販売費及び一般管理費 1,090,700 924,408

営業利益又は営業損失（△） 794,276 △170,091

営業外収益   

為替差益 60,773 －

受取賃貸料 － 4,915

受取配当金 － 2,087

その他 25,014 7,627

営業外収益合計 85,787 14,629

営業外費用   

支払利息 14,561 25,879

支払補償費 18,000 －

減価償却費 17,325 －

売上債権売却損 8,032 －

為替差損 － 25,849

その他 15,109 25,959

営業外費用合計 73,029 77,689

経常利益又は経常損失（△） 807,034 △233,150

特別損失   

特別退職金 － 27,770

特別損失合計 － 27,770

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

807,034 △260,921

法人税等 315,222 △46,403

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,830 △3,329

四半期純利益又は四半期純損失（△） 478,981 △211,187
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

807,034 △260,921

減価償却費 276,883 270,040

負ののれん償却額 △1,136 △1,136

持分法による投資損益（△は益） △1,460 334

固定資産廃棄損 140 440

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,028 1,475

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,679 △59,902

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,720 △26,160

支払利息 14,561 25,879

為替差損益（△は益） △60,740 26,389

売上債権の増減額（△は増加） △609,638 △137,466

たな卸資産の増減額（△は増加） △436,493 1,469,098

仕入債務の増減額（△は減少） 586,458 △2,438,140

未払消費税等の増減額（△は減少） 65,707 91,667

未収入金の増減額（△は増加） 11,469 170,350

特別退職金 － 27,770

投資有価証券評価損 － 1,999

その他 △103,592 △25,147

小計 516,206 △863,431

利息及び配当金の受取額 3,176 3,164

利息の支払額 △15,515 △26,803

開業費の支払額 △22,023 －

特別退職金の支払額 △187,226 △19,142

法人税等の支払額 △258,238 △26,108

営業活動によるキャッシュ・フロー 36,378 △932,320

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 △503,515 △159,012

有形固定資産の売却による収入 3,259 －

無形固定資産の取得による支出 △12,553 △12,069

投資有価証券の取得による支出 △2,456 △2,585

貸付けによる支出 △46,000 －

貸付金の回収による収入 46,711 664

その他 △4,812 △2,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △519,366 △175,442
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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） 424,050 1,899,670

長期借入金の返済による支出 － △37,500

配当金の支払額 △143,295 △71,641

その他 － △180

財務活動によるキャッシュ・フロー 280,754 1,790,347

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,790 30,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △276,023 713,197

現金及び現金同等物の期首残高 831,862 734,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 555,839 1,448,006
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 該当事項はありません。 

  

 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。     

  

 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。 

  

   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

【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20年4月1日 至 平成20年6月30日)及び 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)

【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20年4月1日 至 平成20年6月30日)及び 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)

【海外売上高】

前第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)及び 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年6月30日)

(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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