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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 89,768 0.9 3,291 △14.9 3,929 △15.3 2,243 △5.7
25年3月期第2四半期 88,930 △2.9 3,865 0.5 4,636 7.7 2,378 1.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,682百万円 （21.4％） 25年3月期第2四半期 2,208百万円 （△2.5％）

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2四半期 33.36 ―
25年3月期第2四半期 35.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 137,358 50,407 34.4
25年3月期 134,862 47,818 33.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  47,211百万円 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  ：  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 167,000 0.0 5,000 1.3 6,000 0.6 3,100 1.9 46.08



(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
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2Q 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2Q 77,404 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2Q 67,270,804 株 25年3月期2Q 67,274,006 株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による各種政策の効果が一部で見られるな

か、家計所得や設備投資は増加傾向にあり、また、輸出も持ち直すなど、景気は緩やかに回復する状況で

推移いたしました。 

当第2四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で積極的に展開されているカウンター

コーヒーが、アイスコーヒーなどのラインアップを拡充したことが影響し、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

めとする水産原料の水揚げが、夏場の猛暑により海水温が高い状況が続いたため大幅に遅れ、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、当社グルー

プでは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、醤油ボトルは順調に販売され、前年を上回る販売となりま

したものの、食用油ボトルが中元商品の販売低迷の影響を受けたため、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、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並みの販売でありましたが、食器用洗剤等の減少が響き、一般成形品全体と

してはほぼ前年並みの販売となりました。 

 エアゾール用空缶につきましては、殺虫剤関連が順調に推移いたしましたものの、消臭剤などの家庭用

品や燃料ボンベ缶が海外からの製品輸入の影響を受け減少したため、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、24,362百万円と前年同期に比べ4.7％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

得を中心とした営業活動の結果、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、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ものの、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、麦茶や緑茶、ウーロン茶等で大きく増産となりましたため、ペットボトル製品全体では前

年を上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、62,733百万円と前年同期に比べ0.2％の増加となりました。  

  

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、664百万円と前年同期に比べ9.6％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、同国の高い経済成長率に支えられ、都市部を中心に飲料製品の購買機会は増加

しており、コーヒー飲料（２５０ｍｌ）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、2,008百万円となりました。 

  

以上により、当第2四半期連結累計期間における売上高は、89,768百万円と前年同期比0.9％の増加とな

り、営業利益は3,291百万円（前年同期比14.9％減）、経常利益は3,929百万円（前年同期比15.3％減）、

四半期純利益は2,243百万円（前年同期比5.7％減）となりました。 

  

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産の残高は137,358百万円（前連結会計年度末は134,862百万

円）となり2,495百万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19,530百万円へ1,897百万円の増）及び長期貸付金が増加（517百万円から1,042百万

円へ525百万円の増）したことが主な要因であります。 

  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債の残高は86,951百万円（前連結会計年度末は87,043百万円）

となり92百万円の減少となりました。これは買掛金の増加（28,754百万円から29,441百万円へ686百万円

の増）及び長期繰延税金負債が増加（277百万円から561百万円へ284百万円の増）したものの、設備関係

未払金が減少（1,909百万円から853百万円へ1,056百万円の減）したことが主な要因であります。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は50,407百万円（前連結会計年度末は47,818百万

円）となり2,588百万円の増加となりました。これは主に四半期純利益2,243百万円の計上、その他有価証

券評価差額金が増加（2,490百万円から3,014百万円へ524百万円の増）したことが主な要因であります。 

  

平成26年3月期の通期の業績予想につきましては、平成25年5月10日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（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

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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,470 1,715

受取手形及び売掛金 33,652 31,662

電子記録債権 3,098 5,143

商品及び製品 5,328 5,198

仕掛品 2,191 2,178

原材料及び貯蔵品 2,209 2,499

繰延税金資産 758 1,005

その他 2,975 3,327

貸倒引当金 △20 △21

流動資産合計 51,663 52,711

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 20,733 20,859

機械装置及び運搬具（純額） 20,044 19,429

土地 15,788 15,791

リース資産（純額） 1,037 1,082

建設仮勘定 2,360 1,888

その他（純額） 356 392

有形固定資産合計 60,319 59,443

無形固定資産 1,404 1,290

投資その他の資産   

投資有価証券 17,632 19,530

長期貸付金 517 1,042

繰延税金資産 95 57

その他 3,347 3,405

貸倒引当金 △118 △123

投資その他の資産合計 21,474 23,912

固定資産合計 83,199 84,647

資産合計 134,862 137,358
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,754 29,441

短期借入金 12,385 19,266

リース債務 338 361

未払法人税等 1,142 1,422

賞与引当金 800 855

その他 7,968 6,561

流動負債合計 51,389 57,909

固定負債   

長期借入金 31,125 24,473

リース債務 956 950

繰延税金負債 277 561

退職給付引当金 2,296 2,289

長期未払金 208 98

その他 790 668

固定負債合計 35,654 29,041

負債合計 87,043 86,951

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 22,696

自己株式 △23 △24

株主資本合計 42,345 44,508

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 3,014

繰延ヘッジ損益 △5 4

為替換算調整勘定 34 △316

その他の包括利益累計額合計 2,519 2,702

少数株主持分 2,953 3,195

純資産合計 47,818 50,407

負債純資産合計 134,862 137,358
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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：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 88,930 89,768

売上原価 78,149 79,333

売上総利益 10,780 10,435

販売費及び一般管理費 6,914 7,143

営業利益 3,865 3,291

営業外収益   

受取利息 4 7

受取配当金 163 125

持分法による投資利益 603 663

受取賃貸料 90 35

その他 248 93

営業外収益合計 1,109 925

営業外費用   

支払利息 265 236

その他 73 50

営業外費用合計 338 287

経常利益 4,636 3,929

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 30

特別利益合計 0 30

特別損失   

固定資産除却損 74 100

固定資産売却損 0 －

減損損失 466 －

その他 0 0

特別損失合計 541 100

税金等調整前四半期純利益 4,095 3,858

法人税、住民税及び事業税 1,685 1,369

法人税等調整額 △342 △166

法人税等合計 1,343 1,203

少数株主損益調整前四半期純利益 2,751 2,655

少数株主利益 372 411

四半期純利益 2,378 2,243
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 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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,751 2,655

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △191 490

繰延ヘッジ損益 △5 8

為替換算調整勘定 △364 △514

持分法適用会社に対する持分相当額 17 41

その他の包括利益合計 △542 26

四半期包括利益 2,208 2,682

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,949 2,427

少数株主に係る四半期包括利益 259 254
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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、海外事業であります。 

 ２ セグメント利益の調整額△594百万円には、セグメント間取引消去63百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△657百万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２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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、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△547百万円には、セグメント間取引消去96百万円、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△643百万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 25,560 62,634 735 88,930 ― 88,930 ― 88,930

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

6,184 ― 1,577 7,761 ― 7,761 △7,761 ―

計 31,744 62,634 2,312 96,691 ― 96,691 △7,761 88,930

セグメント利益又は損失（△） 713 3,851 5 4,571 △111 4,460 △594 3,865

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 24,362 62,733 664 87,760 2,008 89,768 ― 89,768

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

6,429 ― 2,301 8,730 820 9,551 △9,551 ―

計 30,791 62,733 2,965 96,491 2,828 99,319 △9,551 89,768

セグメント利益又は損失（△） △276 3,845 83 3,652 186 3,838 △547 3,291
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