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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 1,279 5.3 32 26.9 36 56.6 22 ―
23年3月期第2四半期 1,214 △3.4 25 6.5 23 △33.2 △33 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 29百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △54百万円 （―％）

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2四半期 10.48 ―
23年3月期第2四半期 △15.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 3,228 1,804 54.4
23年3月期 3,209 1,790 54.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  1,757百万円 23年3月期  1,744百万円

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  ：  無   

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 ― ― ― 7.50 7.50
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 7.50 7.50

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、対前期増減率） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 2,500 3.2 40 ― 40 ― 25 ― 11.80



(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  ：  無  

(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 
  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に 
基づく四半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※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2Q 2,142,000 株 23年3月期 2,142,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 24,073 株 23年3月期 24,073 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 2,117,927 株 23年3月期2Q 2,117,977 株
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（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24年３月期第２四半期の売上高につきましては、震災に伴う様々な影響により期中において

販売時期の変動がありましたが、若干受注が増加した事や、前年は「管瓶」が減少しておりましたが、今年はほぼ

例年通りに戻った事等で前年を上回り、売上高12億７千９百万円（前年同期比5.3％増）となりました。  

 利益面につきましても、売上高が増加した事や稼働率及び製造歩留りの向上やさらなる経費削減に取り組んだ結

果、前年と比較して営業利益は３千２百万円（前年同期比26.9％増）、経常利益３千６百万円（同56.6％増）、四

半期純利益２千２百万円（前年同期は四半期純損失３千３百万円）とそれぞれ増加しました。 

  

【参考】 

  品目別連結売上高 

  

（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２四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して１千８百万円増加し32億２千８百万円とな

りました。主な要因は、商品及び製品が４千８百万円及び機械装置及び運搬具が２千３百万円減少した一方

で、受取手形及び売掛金（純額）が４千３百万円及び建設仮勘定が１千７百万円増加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５百万円増加し14億２千３百万円となりました。

主な要因は、社債が３千５百万円及び長期借入金が８百万円減少した一方で、買掛金が１千５百万円、未払法

人税等が１千４百万円及び流動負債のその他が１千８百万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１千３百万円増加し18億４百万円となりました。

主な要因は、利益剰余金が６百万円及びその他有価証券評価差額金が６百万円増加したことによるものであり

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６百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には４億１千５百万円となりました   

 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、１億７百万円（前年同四半期は６千４百万円の資金増加）となりました。

これは主に売上債権の増加４千３百万円があった一方で、税金等調整前四半期利益の計上３千６百万円、減価

償却費４千万円及びたな卸資産の減少による収入４千４百万円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、４千１百万円（前年同四半期は２千万円の資金減少）となりました。これ

は主に定期預金の払い戻しによる１億４百万円の収入があった一方で、定期預金の預け入れによる支出１億１

千４百万円と有形固定資産の取得による支出２千９百万円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） 

 財務活動の結果使用した資金は、５千８百万円（前年同四半期は４千１百万円の資金減少）となりました。

これは主に新規の長期借入金による収入１億円があった一方で、長期借入金の返済による支出１億８百万円、

社債の償還による支出３千５百万円及び配当金の支払による支出１千５百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年11月１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24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。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

品 目 
平成23年３月期第２四半期 平成24年３月期第２四半期 

 売上高（百万円）  構成比（％）  売上高（百万円）  構成比（％） 

アンプル   265   21.9   252   19.8

管  瓶   847   69.8   903   70.6

そ の 他   101   8.3   123   9.6

合  計   1,214   100.0   1,279   100.0
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（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 

 該当事項はありません。 

  

  

（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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 266,502 268,163 

受取手形及び売掛金（純額） 632,837 676,002 

有価証券 247,067 259,219 

商品及び製品 439,644 391,353 

仕掛品 2,313 2,540 

原材料及び貯蔵品 42,527 45,878 

未収入金 47,946 54,413 

繰延税金資産 29,784 33,170 

その他 12,022 1,088 

流動資産合計 1,720,645 1,731,829 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 310,126 307,705 

機械装置及び運搬具（純額） 170,483 147,419 

土地 446,096 446,096 

建設仮勘定 2,479 19,638 

その他（純額） 8,801 9,143 

有形固定資産合計 937,987 930,004 

無形固定資産 2,288 2,150 

投資その他の資産   

投資有価証券 465,291 477,173 

その他 95,108 99,144 

貸倒引当金 △12,237 △12,237 

投資その他の資産合計 548,162 564,080 

固定資産合計 1,488,437 1,496,235 

資産合計 3,209,083 3,228,065 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 119,795 135,696 

1年内返済予定の長期借入金 182,300 188,575 

1年内償還予定の社債 65,000 55,000 

未払法人税等 1,361 15,675 

未払事業所税 7,287 3,642 

賞与引当金 58,298 58,171 

その他 91,102 109,201 

流動負債合計 525,145 565,963 

固定負債   

社債 150,000 125,000 

長期借入金 239,925 225,600 

繰延税金負債 90,042 96,120 

退職給付引当金 156,591 148,785 

役員退職慰労引当金 228,078 233,370 

資産除去債務 28,342 28,422 

固定負債合計 892,979 857,298 

負債合計 1,418,125 1,423,262 

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 1,440,293 1,446,602 

自己株式 △8,412 △8,412 

株主資本合計 1,539,563 1,545,872 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 204,596 211,128 

その他の包括利益累計額合計 204,596 211,128 

少数株主持分 46,797 47,803 

純資産合計 1,790,957 1,804,803 

負債純資産合計 3,209,083 3,228,065 
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（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,214,606 1,279,576 

売上原価 973,945 1,036,151 

売上総利益 240,661 243,425 

販売費及び一般管理費 214,808 210,621 

営業利益 25,852 32,804 

営業外収益   

受取利息 298 215 

受取配当金 8,193 8,032 

受取賃貸料 3,534 2,834 

その他 3,350 2,241 

営業外収益合計 15,377 13,324 

営業外費用   

支払利息 5,050 4,478 

賃貸費用 11,297 4,379 

その他 1,570 770 

営業外費用合計 17,918 9,628 

経常利益 23,312 36,499 

特別利益   

投資有価証券売却益 12,147 － 

特別利益合計 12,147 － 

特別損失   

固定資産除却損 81 － 

投資有価証券評価損 31,055 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,427 － 

特別損失合計 57,564 － 

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（△）

△22,104 36,499 

法人税、住民税及び事業税 13,093 15,054 

法人税等調整額 △647 △1,753 

法人税等合計 12,445 13,301 

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（△）

△34,550 23,198 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △862 1,005 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33,688 22,193 

不二硝子㈱　(5212) 平成24年３月期　第2四半期決算短信

－ 6 －



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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（△）

△34,550 23,198 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,135 6,531 

その他の包括利益合計 △20,135 6,531 

四半期包括利益 △54,685 29,730 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △53,823 28,724 

少数株主に係る四半期包括利益 △862 1,005 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△22,104 36,499 

減価償却費 41,843 40,568 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,427 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,515 △127 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △91 101 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,794 5,292 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32 △7,806 

受取利息及び受取配当金 △8,491 △8,248 

支払利息 5,050 4,478 

売上債権の増減額（△は増加） 60,133 △43,265 

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,858 44,712 

仕入債務の増減額（△は減少） 339 15,901 

未収入金の増減額（△は増加） △5,028 △6,467 

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,490 11,213 

その他 13,953 1,592 

小計 84,959 94,446 

利息及び配当金の受取額 8,499 8,256 

利息の支払額 △5,129 △4,530 

法人税等の支払額 △23,607 △740 

法人税等の還付額 － 10,242 

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,721 107,675 

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 △92,697 △114,712 

定期預金の払戻による収入 78,690 107,699 

有形固定資産の取得による支出 △18,063 △29,986 

投資有価証券の取得による支出 △864 △905 

投資有価証券の売却による収入 16,318 － 

その他の支出 △3,397 △4,036 

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,013 △41,941 

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 100,000 100,000 

長期借入金の返済による支出 △90,950 △108,050 

社債の償還による支出 △35,000 △35,000 

配当金の支払額 △15,884 △15,884 

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,834 △58,934 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,872 6,799 

現金及び現金同等物の期首残高 450,532 408,872 

現金及び現金同等物の四半期末残高 453,405 415,671 
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 該当事項はありません。 

  

  

 当社グループは単一セグメントであるため、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）セグメント情報等

（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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