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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 580 △4.9 △9 ― △0 ― △1 ―
25年3月期第1四半期 610 △8.2 19 △11.3 26 △7.6 13 △16.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △9百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 3百万円 （△79.0％）

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

26年3月期第1四半期 △0.49 ―
25年3月期第1四半期 6.43 ―

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

26年3月期第1四半期 3,397 1,951 55.9 896.75
25年3月期 3,259 1,982 59.2 911.07
（参考） 自己資本  26年3月期第1四半期  1,899百万円 25年3月期  1,929百万円

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

25年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 7.50 7.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 1,400 4.6 80 23.7 85 17.8 30 △29.5 14.17
通期 2,650 0.0 90 72.6 95 47.7 40 △54.8 18.89



(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。 

※  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   ：  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） 26年3月期1Q 2,142,000 株 25年3月期 2,142,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 24,164 株 25年3月期 24,128 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 2,117,863 株 25年3月期1Q 2,117,927 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．継続企業の前提に関する重要事象等 …………………………………………………………………………………  3

４．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………  9

（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………………  9

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） …………………………………………………………  9

（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………………  9

不二硝子㈱　(5212) 平成26年３月期　第1四半期決算短信

－　1　－



（１）経営成績に関する説明 

 当社グループの平成26年３月期第１四半期の売上高につきましては、前年同四半期は関西方面の電力抑制に対応

した得意先数社で前倒し生産に伴い受注が増加しましたが、当四半期においては例年通りの生産体制になったこと

で昨年実績を下回り、売上高５億８千万円（前年同期比4.9％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損失９百万円（前年同期は営業利益１千９百万円）、経

常損失63万５千円（前年同期は経常利益２千６百万円）、四半期純損失１百万円（前年同期は四半期純利益１千３

百万円）とそれぞれ減少しました。 

＜参考＞ 

  品目別連結売上高 

   

（２）財政状態に関する説明 

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１億３千８百万円増加し33億９千７百万円

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金(純額)が７千３百万円及び投資有価証券が１千１百万円減少

した一方で、現金及び預金が４千６百万円、商品及び製品が９千６百万円及び繰延税金資産が８千６百万円増

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１億６千９百万円増加し14億４千５百万円となりま

した。主な要因は、社債が２千５百万円及び役員退職慰労引当金が１億８千万円減少した一方で、買掛金が４

千３百万円、長期借入金が５千２百万円、未払金が１億９千６百万円及び繰延税金負債が６千３百万円増加し

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３千万円減少し19億５千１百万円となりました。

主な要因は、利益剰余金が２千２百万円及びその他有価証券評価差額が８百万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３千２百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には３億９千３百万円となりました。 

 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、６千４百万円（前年同四半期比34.6％増）となりました。これは主に役員

退職慰労引当金の減少１億８千万円とたな卸資産の増加による支出９千６百万円があった一方で、賞与引当金

の増加３千８百万円、仕入債務の増加４千３百万円及び未払金の増加２億１百万円並びに売上債権の減少によ

る収入７千３百万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、３千７百万円（前年同四半期は15万３千円の増加）となりました。これは

主に定期預金の払い戻しによる１億１千６百万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

２千３百万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） 

 財務活動の結果得られた資金は、５百万円（前年同四半期は１千１百万円の減少）となりました。これは主

に長期借入金の返済による支出４千７百万円、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８百万円があった一方で、新規の長期借入金による収入１億円によるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 現時点において、平成25年５月14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25年３期第１四半期 平成26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   124   20.4   103   17.8

管  瓶   431   70.6   393   67.8

そ の 他   55   9.0   83   14.4

合  計   610   100.0   580   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（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 346,163 392,494

受取手形及び売掛金（純額） 698,237 624,368

有価証券 215,635 221,635

商品及び製品 349,327 446,226

仕掛品 3,439 24

原材料及び貯蔵品 36,639 39,818

未収入金 37,049 29,601

繰延税金資産 31,851 118,374

その他 4,452 4,773

流動資産合計 1,722,796 1,877,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 319,723 318,869

機械装置及び運搬具（純額） 135,181 132,484

土地 446,096 446,096

建設仮勘定 8,444 9,009

その他（純額） 9,108 8,321

有形固定資産合計 918,554 914,781

無形固定資産 2,292 2,195

投資その他の資産   

投資有価証券 571,916 560,076

その他 56,002 50,781

貸倒引当金 △12,237 △7,617

投資その他の資産合計 615,681 603,240

固定資産合計 1,536,529 1,520,217

資産合計 3,259,325 3,397,535

不二硝子㈱　(5212) 平成26年３月期　第1四半期決算短信

－　4　－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 123,275 167,009

1年内返済予定の長期借入金 158,600 176,000

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払金 18,494 214,870

未払法人税等 26,910 18,995

未払事業所税 7,286 1,751

賞与引当金 55,773 94,123

その他 117,434 106,779

流動負債合計 557,774 829,530

固定負債   

社債 50,000 25,000

長期借入金 160,400 195,200

繰延税金負債 66,370 129,556

退職給付引当金 120,052 125,264

役員退職慰労引当金 293,355 112,535

資産除去債務 28,666 28,708

固定負債合計 718,845 616,264

負債合計 1,276,619 1,445,794

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 1,542,709 1,520,493

自己株式 △8,435 △8,450

株主資本合計 1,641,956 1,619,725

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 287,567 279,447

その他の包括利益累計額合計 287,567 279,447

少数株主持分 53,182 52,567

純資産合計 1,982,706 1,951,740

負債純資産合計 3,259,325 3,397,535
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 610,952 580,803

売上原価 483,873 467,706

売上総利益 127,078 113,097

販売費及び一般管理費 107,369 122,205

営業利益又は営業損失（△） 19,709 △9,107

営業外収益   

受取利息 114 88

受取配当金 7,386 7,915

受取賃貸料 2,320 2,300

その他 1,204 2,038

営業外収益合計 11,026 12,342

営業外費用   

支払利息 1,723 1,296

賃貸費用 1,808 1,476

その他 295 1,096

営業外費用合計 3,827 3,870

経常利益又は経常損失（△） 26,907 △635

特別損失   

ゴルフ会員権売却損 － 375

特別損失合計 － 375

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（△）

26,907 △1,010

法人税、住民税及び事業税 24,312 19,166

法人税等調整額 △10,803 △18,840

法人税等合計 13,508 326

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（△）

13,399 △1,336

少数株主損失（△） △209 △299

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,608 △1,037

不二硝子㈱　(5212) 平成26年３月期　第1四半期決算短信

－　6　－



（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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

13,399 △1,336

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,084 △8,119

その他の包括利益合計 △10,084 △8,119

四半期包括利益 3,314 △9,456

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,523 △9,157

少数株主に係る四半期包括利益 △209 △299
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△）

26,907 △1,010

減価償却費 16,902 16,742

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,212 38,350

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △55

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,409 △180,819

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,761 5,211

受取利息及び受取配当金 △7,501 △8,004

支払利息 1,723 1,296

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 375

売上債権の増減額（△は増加） 31,681 73,923

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,641 △96,662

未収入金の増減額（△は増加） 18,271 7,447

仕入債務の増減額（△は減少） △7,019 43,733

未払金の増減額（△は減少） － 201,000

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,916 △5,969

その他 2,231 △13,080

小計 78,496 82,478

利息及び配当金の受取額 7,409 7,937

利息の支払額 △2,078 △1,564

法人税等の支払額 △35,766 △27,081

法人税等の還付額 － 2,915

営業活動によるキャッシュ・フロー 48,061 64,685

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 △105,527 △123,536

定期預金の払戻による収入 114,021 116,025

有形固定資産の取得による支出 △7,982 △29,742

投資有価証券の取得による支出 △736 △775

その他の収入 378 225

投資活動によるキャッシュ・フロー 153 △37,804

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 80,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △50,125 △47,800

社債の償還による支出 △25,000 △25,000

自己株式の取得による支出 － △14

配当金の支払額 △6,541 △8,931

少数株主への配当金の支払額 － △314

その他の支出 △9,500 △12,020

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,166 5,918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 37,048 32,799

現金及び現金同等物の期首残高 397,942 360,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 434,990 393,758
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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