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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 2,051 △8.8 △119 ― △92 ― △89 ―

23年3月期第1四半期 2,250 △5.2 11 △31.1 51 2.2 7 △83.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △61百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △49百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △7.77 ―

23年3月期第1四半期 0.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 9,882 2,246 20.2
23年3月期 9,668 2,342 21.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,995百万円 23年3月期  2,087百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 3,850 ― △250 ― △210 ― △205 ― △17.71

通期 8,000 ― △360 ― △290 ― △280 ― △24.19



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 なお、詳細は、添付資料3P「サマリー情報（その他）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 11,600,000 株 23年3月期 11,600,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 24,169 株 23年3月期 24,169 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,575,831 株 23年3月期1Q 11,576,181 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①販売実績 

 当社グループの当第１四半期の売上高は、前年同四半期比 百万円、 ％の減少となりましたが、製品別の

売上高は、以下のとおりとなっております。 

 主力製品である18Ｌ缶は、東日本大震災・前年第２四半期に発生した取引先の廃業の影響等により、東日本地

域での販売は減少しましたが、関西地域での販売が増加した結果、売上高は前年同四半期比 百万円、 ％の減

少に留まりました。 

 美術缶は、食品業界での輸出用缶が放射能汚染問題による輸出の激減等により、当四半期の売上高は同 百

万円、 ％の減少となりました。 

 その他の売上高は美術缶の付属品の売上が減少したことから同 百万円、 ％の減少となりました。 

 製品別売上高                                          （単位；百万円、％） 

②損益実績 

 売上総利益は、売上高の減少により前年同四半期比 百万円減少し 百万円となりました。  

 営業利益につきましては、販売費及び一般管理費の削減が 百万円にとどまった結果、前年同期比 百万円減

少し、 百万円の損失となりました。 

 経常利益につきましては、受取配当金の減少 百万円、テナント退去に伴う不動産賃貸料の減少 百万円等によ

り営業外収益が前年同四半期比 百万円減少したこと、営業外費用は前年同期並みであったことから、 百万円

の損失となり前年同四半期比 百万円の悪化となりました。 

この結果、四半期純利益は 百万円の損失となり、前年同四半期比 百万円の悪化となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①総資産は 百万円となり、前期末対比 百万円の増加となりました。  

 当四半期における主な増減要因は、以下のとおりであります。 

・流動資産は、現金及び預金の増加 百万円、受取手形及び売掛金の減少 百万円、たな卸資産の増加 百万

円等の要因で、 百万円の増加となりました。 

・固定資産は、減価償却等による有形固定資産の減少 百万円、無形固定資産の減少 百万円、時価の上昇等に

よる投資有価証券の増加 百万円等による投資その他の資産の増加 百万円等の要因で、 百万円減少しまし

た。 

②負債合計は 百万円となり、前期末対比 百万円の増加となりました。 

 当四半期における主な増減要因は、以下のとおりであります。 

・流動負債は、支払手形及び買掛金の減少 百万円、賞与引当金の増加 百万円等の要因で、 百万円の減少

となりました。 

・固定負債は、長期借入金の増加 百万円、投資有価証券の時価上昇に伴う繰延税金負債の増加 百万円等の

要因で、 百万円増加しました。 

③純資産合計は 百万円となり、前期末対比 百万円の減少となりました。 

 当四半期における主な増減要因は、以下の通りであります。 

・株主資本は、四半期純損失 百万円、配当金の支払 百万円等の要因で、 百万円減少しました。 

・その他の包括利益累計額は、株価の上昇によるその他有価証券評価差額金の増加により 百万円増加しまし

た。 

④有利子負債残高（長短借入金、社債）は前期末対比 百万円増加し 百万円となりました。 

これは、震災後の需要変動に備え、資金調達を前倒しで実施し手元流動性の積み増しを図ったことによりま

す。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

199 8.8

2 0.2

171

24.3

24 18.7

  
前年同四半期 当第１四半期 前年同四半期比 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

18Ｌ缶  1,412  62.7  1,409  68.7  △2  △0.2

美術缶  705  31.4  534  26.0  △171  △24.3

その他  133  5.9  108  5.3  △24  △18.7

計  2,250  100.0  2,051  100.0  △199  △8.8

133 174

1 131

119

6 6

11 92

143

89 97

9,882 213

258 57 59

248

66 11

55 43 34

7,635 309

154 27 120

406 21

430

2,246 96

89 34 124

33

411 3,988
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

イ.連結会計年度の売上高の見通し 

 製品別売上高見込表                        （単位；百万円、％） 

(予想の内容） 

 １８Ｌ缶は、最近の需要回復の状況を織り込み、数量は当期比 ％の増加、売上高は上期の鋼材価格上昇分を

販売単価改訂に反映することを前提に同 ％の増加を計画しております。  

 美術缶については、鋼材価格上昇分の販売単価改訂を織り込みましたが、放射能汚染による輸出減少の間接的

な影響を受け販売数量が当期比 ％減少することが見込まれるため、売上高は同 ％の減少を予定しており

ます。 

 この結果、売上高合計で当期対比 百万円、同 ％の減少を予定しております。 

ロ.損益の見通し 

 当連結会計年度の損益見通しは以下の通りであります。  

                                     （単位；百万円）    

(注)業績見通しに織り込んだ事項   

・鋼材価格の急激な上昇があり、製造原価の上昇と販売価格の改訂を織り込んでおります。 

・不採算取引の抜本的な見直しを行い、販売価格への転嫁を計画しております。 

・販売数量の減少に対応し、役員報酬、従業員給与・賞与の減額等による人件費の削減を計画しております。 

ハ.配当について  

 当連結会計年度の業績状況は前述のとおりであり、体質改善・収益力の回復にはまだ時間を要すると考えられま

す。従いまして、株主還元の充実のため安定配当を継続するという経営の最重要課題に変更はありませんが、当期

の配当は無配とさせていただく予定であります。 

 早期に収益体質を改善し、復配を目指してまいります。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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の適用 

 税金費用については、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 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

  前期（22.4～23.3） 当期見込（23.4～24.3） 増減 

製品名 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

18Ｌ缶  5,706  67.0 6,000  75.0  294  5.2

美術缶  2,336  27.4 1,610  20.1  △726  △31.1

その他  475  5.6 390  4.9  △85  △17.9

合計  8,518  100.0  8,000  100.0  △518  △6.1

1.0

5.2

34.0 31.1

518 6.1

  第２四半期累計期間（23．4～23．9） 通期（23．4～24．3） 

個別 連結 個別 連結 

売  上  高 2,700  3,850  5,720  8,000

営 業 利 益  △240  △250  △340  △360

経 常 利 益  △190  △210  △260  △290

当 期 純 利 益  △190  △205  △265  △280

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,123,031 1,381,106

受取手形及び売掛金 1,977,874 1,920,553

商品及び製品 128,951 111,804

仕掛品 489,215 559,384

原材料及び貯蔵品 288,833 295,506

その他 68,934 56,331

貸倒引当金 △5,535 △5,123

流動資産合計 4,071,305 4,319,564

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,354,728 5,354,228

減価償却累計額 △3,188,297 △3,220,528

建物及び構築物（純額） 2,166,431 2,133,699

機械装置及び運搬具 6,374,331 6,397,555

減価償却累計額 △5,615,989 △5,666,348

機械装置及び運搬具（純額） 758,341 731,207

土地 248,511 248,511

リース資産 70,359 70,359

減価償却累計額 △39,351 △42,475

リース資産（純額） 31,008 27,884

建設仮勘定 11,074 －

その他 441,808 457,734

減価償却累計額 △386,582 △394,677

その他（純額） 55,225 63,057

有形固定資産合計 3,270,592 3,204,360

無形固定資産   

リース資産 2,638 2,216

その他 195,221 183,689

無形固定資産合計 197,860 185,905

投資その他の資産   

投資有価証券 1,252,720 1,307,871

賃貸不動産 1,495,308 1,495,308

減価償却累計額 △640,554 △652,045

賃貸不動産（純額） 854,753 843,262

長期貸付金 2,361 2,380

その他 26,769 26,469

貸倒引当金 △7,389 △7,389

投資その他の資産合計 2,129,215 2,172,594

固定資産合計 5,597,668 5,562,860

資産合計 9,668,973 9,882,424
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,527,067 2,372,115

短期借入金 1,100,000 1,180,000

1年内返済予定の長期借入金 872,000 827,000

1年内償還予定の社債 60,000 30,000

リース債務 13,960 13,294

未払法人税等 7,455 7,590

賞与引当金 84,260 112,241

その他 361,618 363,771

流動負債合計 5,026,361 4,906,013

固定負債   

長期借入金 1,545,000 1,951,000

リース債務 19,686 16,806

繰延税金負債 449,428 470,894

退職給付引当金 110,382 110,157

役員退職慰労引当金 83,062 93,983

資産除去債務 14,993 15,028

その他 77,068 71,794

固定負債合計 2,299,620 2,729,664

負債合計 7,325,982 7,635,677

純資産の部   

株主資本   

資本金 630,000 630,000

資本剰余金 136,773 136,773

利益剰余金 1,034,066 909,387

自己株式 △3,523 △3,523

株主資本合計 1,797,317 1,672,637

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 290,127 323,178

その他の包括利益累計額合計 290,127 323,178

少数株主持分 255,546 250,930

純資産合計 2,342,991 2,246,746

負債純資産合計 9,668,973 9,882,424

日本製罐株式会社（5905）　平成24年３月期　第１四半期決算短信

5



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,250,648 2,051,592

売上原価 1,943,369 1,877,434

売上総利益 307,278 174,158

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 88,965 81,958

従業員給料及び手当 65,648 67,861

役員報酬 23,706 26,567

支払手数料 25,279 25,326

減価償却費 12,131 16,820

役員退職慰労引当金繰入額 10,980 10,920

賞与引当金繰入額 13,861 8,064

その他 54,805 55,888

販売費及び一般管理費合計 295,377 293,408

営業利益又は営業損失（△） 11,901 △119,250

営業外収益   

受取利息 158 187

受取配当金 23,994 17,460

不動産賃貸料 55,420 49,219

その他 3,923 4,981

営業外収益合計 83,496 71,850

営業外費用   

支払利息 17,678 17,531

手形売却損 2,361 2,370

不動産賃貸費用 23,200 21,377

その他 976 3,747

営業外費用合計 44,216 45,026

経常利益又は経常損失（△） 51,181 △92,427

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,415 －

特別利益合計 1,415 －

特別損失   

固定資産除却損 － 358

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 13,817 －

環境対策費 8,612 －

その他 135 579

特別損失合計 22,565 938

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（△）

30,031 △93,365

法人税等 26,760 350

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

3,271 △93,715

少数株主損失（△） △4,538 △3,762

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,809 △89,952
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

3,271 △93,715

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △52,668 32,198

その他の包括利益合計 △52,668 32,198

四半期包括利益 △49,397 △61,517

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △43,154 △56,901

少数株主に係る四半期包括利益 △6,242 △4,615
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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