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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 382,648 3.1 14,111 △22.5 11,701 △29.9 4,861 15.4
24年3月期第2四半期 371,147 △1.5 18,216 △16.8 16,701 △26.9 4,212 △54.1

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 8,672百万円 （48.7％） 24年3月期第2四半期 5,832百万円 （0.7％）

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2四半期 24.10 ―

24年3月期第2四半期 20.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 962,555 617,898 57.6
24年3月期 962,108 609,804 56.9

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  554,444百万円 24年3月期  547,745百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

25年3月期 ― 5.00

25年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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、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  ：  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 730,000 3.9 16,000 6.1 15,000 △19.4 7,500 ― 37.09



(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  
（注）詳細は、【添付資料】Ｐ．５「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会社処理の適用」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 

（注）「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。詳細は、【添付資料】Ｐ．５「２．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」をご覧ください。 

(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、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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件
および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】Ｐ．４「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

※  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2Q 216,592,000 株 24年3月期 216,592,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 14,906,268 株 24年3月期 14,905,599 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 201,686,027 株 24年3月期2Q 201,687,553 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年９月30日まで）におけるわが国経済は、東日本大震災

の復興関連需要などを背景として緩やかに持ち直しの動きが見られたものの、欧州の債務問題や円高の長期化など、

先行き不透明な状況のまま推移しました。 

このような環境下におきまして、当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、以下のとおりとなり

ました。売上高は、昨年震災の影響で需要が増加した反動により飲料容器などの販売が減少したものの、昨年11月に

買収したCan Machinery Holdings, Inc.の売上高が第１四半期連結会計期間より寄与し、3,826億48百万円（前年同

期比3.1％増）となりました。利益面では、飲料容器などの売上高が減少したほか、Can Machinery Holdings, Inc.

にかかる無形固定資産およびのれんの償却費が増加したことなどにより、営業利益は141億11百万円（前年同期比

22.5％減）、経常利益は117億１百万円（前年同期比29.9％減）となりました。四半期純利益は、経常利益の減少が

あったものの、特別損失および税金費用の計上額が前年同期を下回ったことから、48億61百万円（前年同期比15.4％

増）となりました。 

各セグメントの営業の概況は次のとおりです。 

〔包装容器関連事業〕 

売上高は3,354億７百万円（前年同期比3.6％増）となり、営業利益は117億63百万円（前年同期比23.7％減）とな

りました。 

①缶詰用空缶・その他金属製品の製造販売 

飲料用空缶の売上高は、前年同期並となりました。 

清涼飲料用空缶は、主力製品であるコーヒー向けが、タイのNext Can Innovation Co., Ltd.において昨年の洪

水によりお得意先が被害を受けたことや国内において昨年震災の影響によるお得意先の増産があったことの反動に

より減少しましたが、炭酸飲料向けで、新規受注があったほかノンアルコールビール向けが伸長したことにより増

加し、前年同期並となりました。 

アルコール飲料用空缶は、発泡酒・チューハイ向けが低調に推移しましたが、新ジャンル（ビール風アルコール

飲料）向けが増加し、前年同期並となりました。 

飲料用以外のメタル容器では、殺虫剤・コンロ用ガスボンベ向けが減少しましたが、地震による津波で被災した

当社仙台工場の生産体制が復旧したことにより水産食品・蔬菜食品向けが増加し、売上高は震災前の水準には回復

していないものの前年同期を上回りました。 

メタルキャップでは、タイのCrown Seal Public Co., Ltd.が現地通貨ベースで前年同期並であったものの、円

貨換算では円高の影響を受けて減少したほか、国内において食品向けが低調に推移したことにより、売上高は前年

同期を下回りました。 

②プラスチック製品の製造販売 

飲料用ペットボトルの売上高は、前年同期を大幅に下回りました。 

500mlを超える大容量は、昨年震災の影響で需要が増加した健康飲料向けなどが落ち込んだことにより、大幅に

減少しました。500ml以下の小容量は、炭酸飲料向けで新規受注があったことにより好調に推移しましたが、昨年

震災の影響により需要が増加したお茶類向けが反動を受けたことにより、減少しました。 

一般プラスチックボトルでは、食用油・醤油向けなどが減少しましたが、大腸癌検査薬向けで、タイのWell 

Pack Innovation Co., Ltd.が昨年洪水で被災したことにより在庫が減少したお得意先向けの増産を国内でおこな

ったほか、中国の東罐（常熟）高科技容器有限公司において頭髪用品向けが順調に推移したことにより、売上高は

前年同期を上回りました。 

プラスチックフィルムでは、洗濯用洗剤向けの詰替用容器が好調に推移しましたが、健康飲料向けが低調に推移

したほか、昨年震災の影響により需要が増加した米飯・果実食品向けなどが減少したことにより、売上高は前年同

期を下回りました。 

プラスチックキャップでは、清涼飲料向けで新規受注があったほか、ヨーグルト向けが好調に推移したことなど

により、売上高は前年同期を上回りました。 

その他、ファーストフード・コーヒーショップ向けの飲料用プラスチックコップが増加しました。 

③ガラス製品の製造販売 

びん製品では、食品向けが減少しましたが、清酒・ウイスキー向けが好調に推移したことにより、売上高は前年

同期を上回りました。 

ハウスウエア製品では、食器で国内向けが増加しましたが、中東向けの輸出が大きく減少したほか、セールスプ

ロモーション品においてハイボールジョッキの需要が低調に推移したことにより、売上高は前年同期を下回りまし

た。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



④紙製品の製造販売 

紙コップ製品では、昨年震災によりお得意先の生産が停止したヨーグルト向けが好調に推移したほか、ファース

トフード・コンビニエンスストア向けなどの飲料コップが増加し、売上高は前年同期を上回りました。 

印刷紙器製品では、医薬系ドリンク向けやビール類向けのジャケットパックが減少し、売上高は前年同期を下回

りました。 

段ボール製品では、ビール類向けが低調に推移しましたが、ヨーグルト向けが伸長し、売上高は前年同期並とな

りました。 

⑤エアゾール製品・一般充填品の受託製造販売 

エアゾール製品では、シェービングフォームなどが増加しましたが、頭髪用品が減少したほか、昨年震災の影響

で需要が増加した殺虫剤が低調に推移したことにより、売上高は前年同期を下回りました。 

一般充填品では、頭髪用品で新規受注がありましたが、昨年震災の影響で受注が増加した消臭芳香剤が減少し、

売上高は前年同期を下回りました。 

〔鋼板関連事業〕 

売上高は247億８百万円（前年同期比3.0％減）となり、営業利益は２億99百万円（前年同期比55.6％減）となりま

した。 

電気・電子部品向けでは、電池材で、ハイブリッド車用のニッケル水素電池向けが需要の増加により伸長し、売上

高は前年同期を上回りました。 

自動車・産業機械部品向けでは、自動車部品材料が増加しましたが、ベアリング材が需要の低迷により減少し、売

上高は前年同期を下回りました。 

建築・家電向けでは、冷蔵庫向け扉材が減少しましたが、ユニットバス向け内装材・住宅向け外装材が需要の増加

により好調に推移し、売上高は前年同期を上回りました。 

〔機能材料関連事業〕 

売上高は148億66百万円（前年同期比2.8％増）となり、営業利益は14億94百万円（前年同期比1.8％減）となりま

した。 

磁気ディスク用アルミ基板では、需要が堅調に推移したことにより、売上高は前年同期並となりました。 

光学用機能フィルムでは、フラットパネルディスプレイ向けが順調に推移したことにより、売上高は前年同期を上

回りました。 

その他、ゲルコート（樹脂製コーティング材）が伸長しましたが、釉薬などのフリットが低調に推移しました。 

〔その他〕 

硬質合金・機械器具および農業用資材製品などの製造販売、石油製品などの販売、損害保険代理業および不動産管

理業などにつきましては、売上高は76億66百万円（前年同期比3.2％増）となり、営業利益は４億５百万円（前年同

期比11.4％減）となりました。 

なお、当第２四半期連結累計期間における連結子会社の増加は、次のとおりです。 

・増加（２社） 

東洋製罐分割準備株式会社 

Stolle Asia Pacific Co., Ltd 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

・資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、9,625億55百万円となりました。保有上場有価証券の時価下落によ

り投資有価証券が減少しましたが、受取手形及び売掛金の増加や設備投資の実施による有形固定資産の増加によ

り、前連結会計年度末に比べ４億46百万円の増加となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、3,446億56百万円となりました。支払手形及び買掛金等の支払債務の

減少および借入金の返済による有利子負債の減少により、前連結会計年度末に比べ76億46百万円の減少となりま

した。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、6,178億98百万円となりました。配当金の支払いがありましたが、

為替相場の変動にともなう為替換算調整勘定の増加や第２四半期純利益などの増加により、前連結会計年度末に

比べ80億93百万円の増加となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の56.9％から57.6％となりました。 



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

近の業績動向を踏まえ、平成25年３月期の通期業績予想を修正いたします。詳細につきましては、本日（平成24

年10月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 



（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２四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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

  当社及び一部の国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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（当社の機械装置及び賃貸に供しているオフィスビルを除く）については、改正後の

 法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 131,695 113,405

受取手形及び売掛金 224,836 248,581

商品及び製品 64,386 64,059

仕掛品 11,587 10,812

原材料及び貯蔵品 27,430 25,754

繰延税金資産 9,530 9,297

その他 15,027 11,275

貸倒引当金 △3,468 △3,536

流動資産合計 481,027 479,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 109,297 113,800

機械装置及び運搬具（純額） 86,329 83,386

土地 78,885 79,218

建設仮勘定 15,696 18,762

その他（純額） 10,197 10,134

有形固定資産合計 300,406 305,303

無形固定資産   

のれん 32,468 34,238

その他 38,455 37,040

無形固定資産合計 70,923 71,278

投資その他の資産   

投資有価証券 82,201 78,591

長期貸付金 218 224

繰延税金資産 16,322 16,506

その他 12,233 12,208

貸倒引当金 △1,224 △1,207

投資その他の資産合計 109,751 106,322

固定資産合計 481,081 482,904

資産合計 962,108 962,555



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 80,753 79,014

短期借入金 83,077 24,905

未払法人税等 2,538 3,378

災害損失引当金 1,811 566

事業構造改善引当金 1,184 968

その他 67,382 65,724

流動負債合計 236,747 174,558

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 27,909 82,667

繰延税金負債 15,619 15,309

退職給付引当金 51,711 51,781

役員退職慰労引当金 1,029 916

特別修繕引当金 4,365 4,109

ＰＣＢ対策引当金 892 722

事業構造改善引当金 881 881

アスベスト対策引当金 155 155

資産除去債務 1,809 1,827

その他 6,182 6,727

固定負債合計 115,555 170,098

負債合計 352,303 344,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,094 11,094

資本剰余金 349 349

利益剰余金 548,488 552,341

自己株式 △24,767 △24,768

株主資本合計 535,165 539,017

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 20,318 18,329

繰延ヘッジ損益 △112 △6

為替換算調整勘定 △7,625 △2,894

その他の包括利益累計額合計 12,579 15,427

少数株主持分 62,059 63,453

純資産合計 609,804 617,898

負債純資産合計 962,108 962,555



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 371,147 382,648

売上原価 316,877 328,011

売上総利益 54,270 54,636

販売費及び一般管理費 36,054 40,525

営業利益 18,216 14,111

営業外収益   

受取利息 269 208

受取配当金 1,135 1,016

受取賃貸料 882 2,321

負ののれん償却額 270 －

持分法による投資利益 69 －

その他 2,424 1,616

営業外収益合計 5,050 5,162

営業外費用   

支払利息 252 396

固定資産賃貸費用 909 2,212

固定資産除却損 259 274

為替差損 3,425 2,300

持分法による投資損失 － 137

その他 1,718 2,250

営業外費用合計 6,565 7,572

経常利益 16,701 11,701

特別利益   

固定資産売却益 751 652

特別利益合計 751 652

特別損失   

災害による損失 1,634 1,870

災害損失引当金繰入額 1,719 －

特別損失合計 3,354 1,870

税金等調整前四半期純利益 14,098 10,483

法人税等 8,444 4,741

少数株主損益調整前四半期純利益 5,654 5,742

少数株主利益 1,442 880

四半期純利益 4,212 4,861



（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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,654 5,742

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △588 △2,008

繰延ヘッジ損益 269 132

為替換算調整勘定 523 4,745

持分法適用会社に対する持分相当額 △26 60

その他の包括利益合計 177 2,930

四半期包括利益 5,832 8,672

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,657 7,708

少数株主に係る四半期包括利益 1,174 963



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第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） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、硬質合金、損害保険代理業 

    及び不動産管理業等を含んでいる。 

  ２．セグメント利益の調整額141百万円には、セグメント間取引消去等が含まれている。 

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年９月30日） 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、硬質合金、損害保険代理業 

    及び不動産管理業等を含んでいる。 

  ２．セグメント利益の調整額148百万円には、セグメント間取引消去等が含まれている。 

  ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っている。 

  

   

（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

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注3） 

包装容器 

関連事業 

鋼板 

関連事業 

機能材料 

関連事業 
計 

売上高  

  外部顧客への売上高  

 セグメント間の 
  内部売上高又は振替高  

 

 

 

323,789

245

 

 

25,466

22,682

 

 

14,465

5

 

 

363,721

22,934

 

 

7,426

3,045

 

 

 

371,147

25,979

 

 

 

－

△25,979

 

 

371,147

－

計   324,035  48,148  14,471  386,655  10,472  397,127  △25,979  371,147

セグメント利益  15,420  675  1,521  17,616  457  18,074  141  18,216

  

報告セグメント 
その他 

（注1） 
合計 

調整額 

（注2） 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注3） 

包装容器 

関連事業 

鋼板 

関連事業 

機能材料 

関連事業 
計 

売上高  

  外部顧客への売上高  

 セグメント間の 
  内部売上高又は振替高  

 

 

 

335,407

293

 

 

24,708

20,855

 

 

14,866

5

 

 

374,982

21,155

 

 

7,666

2,808

 

 

 

382,648

23,963

 

 

 

－

△23,963

 

 

382,648

－

計   335,700  45,564  14,872  396,137  10,474  406,611  △23,963  382,648

セグメント利益  11,763  299  1,494  13,557  405  13,963  148  14,111



（１）所在地別セグメント 

前第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） 

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年９月30日） 

(注)１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。  

   ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

    (1)アジア……タイ、中国、マレーシア 

    (2)その他……米国  

  

４．補足情報

  
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円) 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高   

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の 

  内部売上高又は振替高  

 

352,852 

 

1,495 

 18,079 

2,411 

215 

1 

371,147 

3,908 

 

－ 

 

△3,908 

371,147 

－ 

計  354,347 20,491 216 375,056 △3,908 371,147 

 営業利益 17,520 482 15 18,018 198 18,216 

  
日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円） 

その他 

（百万円） 

計 

（百万円) 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

売上高   

 (1)外部顧客に対する売上高 

 (2)セグメント間の 

  内部売上高又は振替高  

 

348,726 

 

2,053 

 17,174 

2,572 

16,747 

119 

382,648 

4,745 

 

－ 

 

△4,745 

382,648 

－ 

計  350,779 19,747 16,867 387,394 △4,745 382,648 

 営業利益又は営業損失（△） 14,384 150 △706 13,828 282 14,111 
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