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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 610 △8.2 19 △11.3 26 △7.6 13 △16.6
24年3月期第1四半期 665 14.6 22 49.1 29 35.9 16 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 3百万円 （△79.0％） 24年3月期第1四半期 15百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 6.43 ―
24年3月期第1四半期 7.71 ―

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

25年3月期第1四半期 3,245 1,839 55.1 844.85
24年3月期 3,237 1,851 55.7 850.68
（参考） 自己資本  25年3月期第1四半期  1,789百万円 24年3月期  1,801百万円

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

24年3月期 ― ― ― 7.50 7.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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  ：  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(累計) 1,300 1.6 30 △8.5 35 △4.1 20 △9.9 9.44
通期 2,550 △0.4 60 △26.9 65 △290.0 35 △23.3 16.53



(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 

(注)詳細は、添付資料Ｐ３「サマリー情報(注記事項)に関する事項 (3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 2,142,000 株 24年3月期 2,142,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 24,073 株 24年3月期 24,073 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 2,117,927 株 24年3月期1Q 2,117,927 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25年３月期第１四半期の売上高につきましては、前年同四半期は東日本大震災による影響

で、得意先数社において前倒し生産が行われたこと等で受注が増加しましたが、当四半期においては平常通りの生

産体制に戻った事もあり昨年実績を下回り、売上高６億１千万円（前年同期比8.2％減）となりました。  

 利益面につきましては、売上高が減少した事に伴い営業利益１千９百万円（前年同期比11.3％減）、経常利益２

千６百万円（同7.6％減）、四半期純利益１千３百万円（同16.6％減）とそれぞれ減少しました。 

＜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１四半期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して８百万円増加し32億４千５百万円となりま

した。主な要因は、受取手形及び売掛金(純額)が３千１百万円及び未収入金が１千８百万円減少した一方で、

現金及び預金が５千２百万円及び商品及び製品が３千８百万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２千万円増加し14億６百万円となりました。主な要

因は、社債が２千５百万円減少した一方で、長期借入金が２千９百万円、賞与引当金が３千８百万円増加した

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１千２百万円減少し18億３千９百万円となりまし

た。主な要因は、その他有価証券評価差額が１千万円減少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１四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３千７百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には４億３千４百万円となりました   

 当第１四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、４千８百万円（前年同四半期比68.8％減）となりました。これは主にたな

卸資産の増加による支出３千３百万円及び法人税等の支払３千５百万円があった一方で、税金等調整前四半期

利益の計上２千６百万円、賞与引当金の増加３千８百万円並びに売上債権の減少による収入３千１百万円及び

未収入金の減少による収入１千８百万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） 

 投資活動の結果得られた資金は、15万３千円（前年同四半期は１千７百万円の減少）となりました。これは

主に定期預金の預け入れによる支出１億５百万円と有形固定資産の取得による支出７百万円があった一方で、

定期預金の払い戻しによる１億１千４百万円の収入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、１千１百万円（前年同四半期比405.5％増）となりました。これは主に新

規の長期借入金による収入８千万円があった一方で、長期借入金の返済による支出５千万円、社債の償還によ

る支出２千５百万円及び配当金の支払による支出６百万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 

 現時点において、平成24年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想についての

変更はございません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

品 目 
平成24年３期第１四半期 平成25年３期第１四半期 

 売上高（百万円）  構成比（％）  売上高（百万円）  構成比（％） 

アンプル   138   20.8   124   20.4

管  瓶   459   69.0   431   70.6

そ の 他   67   10.2   55   9.0

合  計   665   100.0   610   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 

会計方針の変更 

(減価償却方法の変更) 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。   

  

   

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 275,282 327,337

受取手形及び売掛金（純額） 673,038 641,359

有価証券 241,372 227,372

商品及び製品 404,639 443,339

仕掛品 4,910 494

原材料及び貯蔵品 39,595 38,954

未収入金 58,847 40,575

繰延税金資産 34,604 44,607

その他 1,218 3,414

流動資産合計 1,733,509 1,767,454

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 299,326 295,597

機械装置及び運搬具（純額） 153,083 156,320

土地 446,096 446,096

建設仮勘定 20,626 10,477

その他（純額） 7,470 7,559

有形固定資産合計 926,603 916,050

無形固定資産 2,013 1,945

投資その他の資産   

投資有価証券 484,270 469,337

その他 103,159 102,780

貸倒引当金 △12,237 △12,237

投資その他の資産合計 575,193 559,880

固定資産合計 1,503,810 1,477,876

資産合計 3,237,319 3,245,331
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 148,806 141,787

1年内返済予定の長期借入金 184,125 190,800

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 35,934 24,481

未払事業所税 7,275 1,754

賞与引当金 57,180 95,392

その他 113,647 120,833

流動負債合計 596,969 625,048

固定負債   

社債 100,000 75,000

長期借入金 191,600 214,800

繰延税金負債 86,578 80,192

退職給付引当金 143,107 141,346

役員退職慰労引当金 238,668 241,077

資産除去債務 28,503 28,543

固定負債合計 788,457 780,960

負債合計 1,385,426 1,406,008

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 1,470,065 1,467,789

自己株式 △8,412 △8,412

株主資本合計 1,569,335 1,567,059

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 232,348 222,263

その他の包括利益累計額合計 232,348 222,263

少数株主持分 50,210 50,000

純資産合計 1,851,893 1,839,323

負債純資産合計 3,237,319 3,245,331
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 665,854 610,952

売上原価 533,438 483,873

売上総利益 132,415 127,078

販売費及び一般管理費 110,206 107,369

営業利益 22,208 19,709

営業外収益   

受取利息 107 114

受取配当金 7,877 7,386

受取賃貸料 1,417 2,320

その他 1,119 1,204

営業外収益合計 10,522 11,026

営業外費用   

支払利息 2,226 1,723

賃貸費用 950 1,808

その他 434 295

営業外費用合計 3,611 3,827

経常利益 29,119 26,907

税金等調整前四半期純利益 29,119 26,907

法人税、住民税及び事業税 32,278 24,312

法人税等調整額 △19,120 △10,803

法人税等合計 13,157 13,508

少数株主損益調整前四半期純利益 15,961 13,399

少数株主損失（△） △362 △209

四半期純利益 16,323 13,608
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 15,961 13,399

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △191 △10,084

その他の包括利益合計 △191 △10,084

四半期包括利益 15,770 3,314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,132 3,523

少数株主に係る四半期包括利益 △362 △209

不二硝子㈱　(5212) 平成25年３月期　第1四半期決算短信

－ 7 －



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 29,119 26,907

減価償却費 20,183 16,902

賞与引当金の増減額（△は減少） 39,393 38,212

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31 △2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,646 2,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,278 △1,761

受取利息及び受取配当金 △7,985 △7,501

支払利息 2,226 1,723

売上債権の増減額（△は増加） 634 31,681

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,771 △33,641

仕入債務の増減額（△は減少） 17,485 △7,019

未収入金の増減額（△は増加） △661 18,271

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,315 △9,916

その他 9,720 2,231

小計 149,157 78,496

利息及び配当金の受取額 7,895 7,409

利息の支払額 △2,704 △2,078

法人税等の支払額 △100 △35,766

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,249 48,061

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 △100,518 △105,527

定期預金の払戻による収入 93,005 114,021

有形固定資産の取得による支出 △8,718 △7,982

投資有価証券の取得による支出 △696 △736

その他の支出 △670 378

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,599 153

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 80,000

長期借入金の返済による支出 △51,325 △50,125

社債の償還による支出 △35,000 △25,000

配当金の支払額 △6,413 △6,541

その他の支出 △9,470 △9,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,209 △11,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,440 37,048

現金及び現金同等物の期首残高 408,872 397,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 543,312 434,990
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 該当事項はありません。 

   

   

 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。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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