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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 130,432 △0.4 3,578 △23.2 4,402 △21.9 2,492 △16.1
25年3月期第3四半期 130,897 △2.5 4,660 △0.4 5,639 5.8 2,972 10.2

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 3,619百万円 （0.9％） 25年3月期第3四半期 3,586百万円 （47.1％）

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3四半期 37.05 ―
25年3月期第3四半期 44.18 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 139,777 51,617 34.2
25年3月期 134,862 47,818 33.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 47,873百万円 25年3月期 44,865百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
26年3月期 ― 3.75 ―
26年3月期（予想） 3.75 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、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 164,500 △1.5 3,600 △27.1 4,500 △24.6 2,200 △27.7 32.70



(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、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おりません。 

※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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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。業績予想の前提となる仮定及び業績
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.3「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」
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 ： 無
②①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3Q 67,346,935 株 25年3月期 67,346,935 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 78,537 株 25年3月期 75,225 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 67,270,166 株 25年3月期3Q 67,273,639 株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀の金融緩和政策による円安の進行・株価

の上昇が続いたことにより、個人消費や輸出の改善が見られるなど、景気は緩やかに回復する状況で推移

いたしました。 

当第3四半期連結累計期間における清涼飲料業界の状況につきましては、９月は秋雨前線や台風上陸な

どの影響により大きくブレーキがかかったものの、総じていえば、空梅雨の影響や、夏場の猛暑、熱中症

予防意識の高まり等により、大幅に需要が増えたため、業界全体では前年を上回る結果となりました。 

 カテゴリー別でみますと、缶コーヒーは、コンビニエンスストアのカウンターコーヒーが広く普及した

ことなどにより、前年を割り込む結果となりましたが、炭酸飲料につきましては、特定保健用食品である

コーラ飲料を中心に引き続き好調を維持し、また、果汁飲料やミネラルウォーター、機能性飲料につきま

しても前年を上回る結果となりました。 

 食品缶詰業界につきましては、円安により輸入原料が高騰するなか、水産缶詰は、サバやサンマをはじ

めとする原料の水揚げが、海水温が高い状況が続き、また、悪天候による休漁も重なり、前年を下回る結

果となりました。また、農産缶詰につきましても、豪雨や突風など、天候要因による原料事情の悪化によ

り国内生産は減少いたしました。 

（容器事業） 

飲料用スチール空缶につきましては、主力の缶コーヒー分野の市場が低調に推移するなか、受注製品の

販売が好調でありましたため、飲料用スチール空缶全体では前年を上回る販売となりました。 

 食品缶詰用空缶につきましては、業界の動向に連動し、水産缶詰、農産缶詰ともに前年を下回る結果と

なりました。 

 つぎにプラスチック容器につきましては、積極的な営業活動を続けてまいりましたものの、お客様によ

るボトル成形から充填までの一貫生産の拡大の影響を受け、飲料用のペットボトルおよび無菌充填用プリ

フォーム（ボトル成形前の中間製品）は前年を下回る販売となりました。 

 また、食品用ペットボトルにおきましても、醤油ボトルは前年並みの販売となりましたが、食用油ボト

ルが中元商品の販売が減少したため、食品用ペットボトル全体では前年を下回る結果となりました。 

 一般成形品につきましては、食器用洗剤等の販売が減少となりましたが、化粧品関連商品や農薬・園芸

品関連商品が好調であり、また、バッグインボックスにつきましても前年を上回る販売となりましたた

め、一般成形品全体としては前年を上回る販売となりました。 

 エアゾール用空缶につきましては、新製品の受注に力を注いでまいりましたが、消臭剤などの家庭用品

や燃料ボンベ缶が減少したため、前年を下回る販売となりました。 

 美術缶につきましては、お客様による他の包材への移行が進むなど業界を取り巻く環境は依然として厳

しい状況が続いており、また、ギフト商品の低迷もありましたため、美術缶全体では前年を下回る販売と

なりました。 

以上の結果、容器事業全体の売上高は36,791百万円と前年同期に比べ4.8％の減少となりました。 

（充填事業） 

缶製品につきましては、炭酸製品は前年並みに推移したものの、東日本地区ではコーヒー製品が新製品

の受注やマルチパック対応等により増加し、また、西日本地区ではリシール缶（ボトル缶）が新製品の獲

得により、大きく増加したため、缶製品全体では前年を上回る販売となりました。 

 ペットボトル製品につきましては、ホットパック用小型および大型ペットボトル製品では、新製品の受

注に加え、麦茶等で増産となりましたものの、無菌充填システムによる小型アセプティック製品は設備の

定期修理の実施等により減産となりましたため、ペットボトル製品全体では前年を下回る販売となりまし

た。 

以上の結果、充填事業全体の売上高は89,835百万円と前年同期に比べ1.5％の減少となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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（機械製作事業） 

機械製作部門につきましては、製缶機械や充填機等の受注の他、新素材のウッドプラスチックを利用し

たパレット溶融機を新規に受注してまいりましたが、カタログ製品である液体小袋充填機や自動車用クラ

ッチ板への摩擦材貼り付け省力機械、金型製作事業等の受注が減少したため、機械製作事業全体の売上高

は806百万円と前年同期に比べ22.6％の減少となりました。 

  

（その他） 

インドネシアにおいて容器（ペットボトル）製造から、内容物の充填までを一貫しておこなう

PT.HOKKAN INDONESIAは、経済成長とともに拡大する清涼飲料市場において、コーヒー飲料（２５０ｍ

ｌ）を中心に順調に受注いたしました。 

また、当期より、工場内の運搬作業等を行っております株式会社ワーク・サービスを連結の範囲に含め

たことによりその他全体の売上高は、2,999百万円となりました。 

  

以上により、当第3四半期連結累計期間における売上高は130,432百万円と前年同期比0.4％の減少とな

り、営業利益は3,578百万円（前年同期比23.2％減）、経常利益は4,402百万円（前年同期比21.9％減）、

四半期純利益は2,492百万円（前年同期比16.1％減）となりました。 

  

（総資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は139,777百万円（前連結会計年度末は134,862百万

円）となり4,914百万円の増加となりました。これは所有株式の株価上昇等により投資有価証券が増加

（17,632百万円から20,513百万円へ2,880百万円の増）及び受取手形及び売掛金並びに電子記録債権が増

加（36,751百万円から38,186百万円へ1,435百万円の増）したことが主な要因であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は88,159百万円（前連結会計年度末は87,043百万円）

となり1,116百万円の増加となりました。これは借入金が増加（43,510百万円から45,550百万円へ2,039百

万円の増）したものの、設備関係未払金が減少（1,909百万円から1,136百万円へ773百万円の減）したこ

とが主な要因であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は51,617百万円（前連結会計年度末は47,818百万

円）となり3,798百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益2,492百万円の計上、その他有価証

券評価差額金が増加（2,490百万円から3,597百万円へ1,107百万円の増）したことが主な要因でありま

す。 

  

平成26年3月期の通期業績予想につきましては、容器事業の売上高減少および円安に伴うプラスチック

原料の高騰・エネルギーコストの上昇に対し、固定費ほかコスト削減等の自助努力に加え製品価格への転

嫁に取り組んでおりますが非常に厳しい環境にあるため、平成25年5月10日に公表いたしました業績予想

を修正いたします。 

  

平成26年3月期 連結業績予想数値の修正（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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

    前回発表予想（Ａ） 167,000 5,000 6,000 3,100 46.08

    今回発表予想（Ｂ） 164,500 3,600 4,500 2,200 32.70

    増減額（Ｂ-Ａ） △2,500 △1,400 △1,500 △900

    増減率 △1.5% △28.0% △25.0% △29.0%

    （ご参考）前期実績
166,981 4,937 5,964 3,042  45.23

    （平成25年3月期）
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 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

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,470 2,339

受取手形及び売掛金 33,652 33,020

電子記録債権 3,098 5,166

商品及び製品 5,328 4,825

仕掛品 2,191 2,327

原材料及び貯蔵品 2,209 2,120

繰延税金資産 758 844

その他 2,975 3,349

貸倒引当金 △20 △22

流動資産合計 51,663 53,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,733 20,506

機械装置及び運搬具（純額） 20,044 18,976

土地 15,788 15,791

リース資産（純額） 1,037 1,020

建設仮勘定 2,360 2,953

その他（純額） 356 398

有形固定資産合計 60,319 59,647

無形固定資産 1,404 1,262

投資その他の資産   

投資有価証券 17,632 20,513

長期貸付金 517 1,041

繰延税金資産 95 70

その他 3,347 3,395

貸倒引当金 △118 △123

投資その他の資産合計 21,474 24,896

固定資産合計 83,199 85,806

資産合計 134,862 139,777
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,754 28,980

短期借入金 12,385 21,181

リース債務 338 361

未払法人税等 1,142 650

賞与引当金 800 348

その他 7,968 7,746

流動負債合計 51,389 59,268

固定負債   

長期借入金 31,125 24,368

リース債務 956 878

繰延税金負債 277 907

退職給付引当金 2,296 1,968

長期未払金 208 98

その他 790 668

固定負債合計 35,654 28,891

負債合計 87,043 88,159

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,086 11,086

資本剰余金 10,750 10,750

利益剰余金 20,532 22,692

自己株式 △23 △24

株主資本合計 42,345 44,504

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,490 3,597

繰延ヘッジ損益 △5 11

為替換算調整勘定 34 △240

その他の包括利益累計額合計 2,519 3,368

少数株主持分 2,953 3,744

純資産合計 47,818 51,617

負債純資産合計 134,862 139,777
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 130,897 130,432

売上原価 116,039 116,398

売上総利益 14,857 14,034

販売費及び一般管理費 10,196 10,455

営業利益 4,660 3,578

営業外収益   

受取利息 7 12

受取配当金 224 198

持分法による投資利益 807 770

受取賃貸料 134 53

その他 320 223

営業外収益合計 1,494 1,258

営業外費用   

支払利息 396 344

その他 119 90

営業外費用合計 516 434

経常利益 5,639 4,402

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 5 30

特別損失   

固定資産除却損 196 214

固定資産売却損 0 －

減損損失 466 －

その他 0 0

特別損失合計 663 214

税金等調整前四半期純利益 4,981 4,218

法人税、住民税及び事業税 1,624 1,276

法人税等調整額 18 48

法人税等合計 1,642 1,325

少数株主損益調整前四半期純利益 3,338 2,893

少数株主利益 366 400

四半期純利益 2,972 2,492
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,338 2,893

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 230 994

繰延ヘッジ損益 △6 9

為替換算調整勘定 △18 △404

持分法適用会社に対する持分相当額 42 127

その他の包括利益合計 247 726

四半期包括利益 3,586 3,619

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,222 3,341

少数株主に係る四半期包括利益 363 278
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 該当事項はありません。 
  

 該当事項はありません。 
  

 Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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、海外事業であります。 

 ２ セグメント利益の調整額△850百万円には、セグメント間取引消去115百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△966百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の

一般管理費であります。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

 Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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、海外事業及び工場内運搬作業等

の請負事業であります。 

 ２ セグメント利益の調整額△800百万円には、セグメント間取引消去155百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△955百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の

一般管理費であります。 

 ３ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（３）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）

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
容器
事業

充填
事業

機械製作

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 38,630 91,224 1,041 130,897 ― 130,897 ― 130,897

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

9,114 ― 2,203 11,317 ― 11,317 △11,317 ―

計 47,744 91,224 3,245 142,214 ― 142,214 △11,317 130,897

セグメント利益又は損失（△） 1,343 4,415 △33 5,725 △213 5,511 △850 4,660
 

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
容器
事業

充填
事業

機械製作

事業
計

売上高

 外部顧客への売上高 36,791 89,835 806 127,433 2,999 130,432 ― 130,432

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

9,661 ― 3,530 13,191 1,218 14,410 △14,410 ―

計 46,452 89,835 4,337 140,625 4,218 144,843 △14,410 130,432

セグメント利益又は損失（△） △69 4,196 100 4,227 151 4,378 △800 3,578
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