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

25年3月期第3四半期 562,306 4.0 18,677 5.4 20,935 20.4 12,534 ―

24年3月期第3四半期 540,666 △1.6 17,715 △33.8 17,385 △39.3 △3,746 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 11,501百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △4,032百万円 （―％）

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3四半期 62.04 ―

24年3月期第3四半期 △18.57 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 966,079 618,912 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3四半期  556,410百万円 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 17,000 12.7 18,500 △0.6 12,000 ― 59.34



(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）  ：  有  

（注）詳細は、【添付資料】Ｐ．４「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(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．４「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．４「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．３「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 1社 （社名）
Global Eco-can Stock (Thailand)     
Co., Ltd.

、 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3Q 217,695,897 株 24年3月期 216,592,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 14,906,893 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3Q 202,053,793 株 24年3月期3Q 201,687,287 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31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、厳しい雇用・所得環境、欧州の債務問

題など、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３四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、前期に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、平成23年

11月に買収したStolle Machinery Company, LLCの売上高が第１四半期連結会計期間より寄与し、5,623億６百万円

（前年同期比4.0％増）となりました。利益面では、営業利益は186億77百万円（前年同期比5.4％増）、経常利益

は、前年同期に計上した為替差損が当第３四半期連結累計期間においては発生しなかったことなどにより、209億35

百万円（前年同期比20.4％増）となりました。四半期純利益は、経常利益の増加に加え、災害損失等の特別損失およ

び税金費用の計上額が前年同期を下回ったことから、125億34百万円（前年同期は37億46百万円の純損失）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4,916億93百万円（前年同期比4.8％増）となり、営業利益は150億28百万円（前年同期比16.3％増）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、炭酸飲料向けで、ノンアルコールビールが伸長したほか新規受注がありましたが、主力製品

であるコーヒー向けが、国内で低調に推移したことやタイのNext Can Innovation Co., Ltd.において一昨年の洪

水でお得意先が被害を受けたことにより、減少しました。 

アルコール飲料用空缶は、タイのBangkok Can Manufacturing Co., Ltd.においてビール向けが伸長したほか、

国内において新ジャンル（ビール風アルコール飲料）向けが好調に推移したことにより、増加しました。 

飲料用以外のメタル容器では、殺虫剤・車載用二次電池向けなどが大きく減少しましたが、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・蔬菜食品向けが大幅に増加し、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並となりました。 

メタルキャップでは、食品向けが減少しましたが、ビール向けのマキシキャップの輸出が大幅に増加したほか、

清涼飲料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。 

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、前年同期を下回りました。 

500mlを超える大容量は、前期に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、特定保健用食品の新規受注があったことにより好調に

推移しましたが、お茶類向けで、前期に震災の影響により需要が増加した反動を受けたことやタイのToyo Pack 

International Co., Ltd.が一昨年の洪水で被災したことにより、減少しました。 

一般プラスチックボトルでは、食用油・台所用洗剤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.が一昨年の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、たれ類向けが大幅に増加し、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、前期に震災の影響で需要が増加した米飯・医療食向けなどが減少しましたが、洗濯

用洗剤向けの詰替用容器が好調に推移したほか、マレーシアのMalaysia Packaging Industry Berhadにおいて衛生

用品向けなどが伸長し、売上高は前年同期並となりました。 

プラスチックキャップでは、清涼飲料向けで、特定保健用食品などの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、清涼飲料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ほか、医薬系ドリンク

向けで新規受注があったことにより、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

ロモーション品で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大幅に下回りまし

た。 

④紙製品の製造販売 

紙コップ製品では、前期に震災の影響で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、コン

ビニエンスストア・ファーストフード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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



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、消臭芳香剤が伸長しましたが、頭髪用品が減少したほか、前期に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、消臭芳香剤が減少しましたが、頭髪用品で新規受注があったほか、入浴剤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。 

〔鋼板関連事業〕 

売上高は373億51百万円（前年同期比3.1％減）となり、営業利益は７億58百万円（前年同期比55.9％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、ユニットバス向け内装材や住宅・ビルなどの建築物向け外装材が好調に推移しましたが、前

期は節電意識の高まりによる需要があった冷蔵庫向け扉材が減少し、売上高は前年同期並となりました。 

〔機能材料関連事業〕 

売上高は220億20百万円（前年同期比1.7％増）となり、営業利益は20億38百万円（前年同期比3.3％減）となりま

した。 

磁気ディスク用アルミ基板では、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。 

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）が増加しましたが、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112億41百万円（前年同期比0.3％増）となり、営業利益は６億21百万円（前年同

期比16.0％減）となりました。 

なお、当第３四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（５社） 

東洋製罐分割準備株式会社 

Stolle Asia Pacific Co., Ltd 

ティーエムパック株式会社 

Global Eco-can Stock（Thailand）Co., Ltd. 

PT. TOMATEC Indonesia 

（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３四半期連結会計期間末の総資産は、9,660億79百万円となりました。保有上場有価証券の時価上昇によ

る投資有価証券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39億70百万

円の増加となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、3,471億66百万円となりました。支払手形及び買掛金等の支払債務や

災害損失引当金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ51億36百万円の減少となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、6,189億12百万円となりました。配当金の支払いをしたことなどに

より減少しましたが、第３四半期純利益などの増加により、前連結会計年度末に比べ91億７百万円の増加となり

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25

年２月５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 

当社は、タイに樹脂被覆アルミ材の製造販売を行うGlobal Eco-can Stock（Thailand）Co., Ltd.を新たに設立

し、当第３四半期連結会計期間より同社を連結の範囲に含めております。 

（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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 131,695 119,502

受取手形及び売掛金 224,836 236,076

商品及び製品 64,386 63,585

仕掛品 11,587 10,413

原材料及び貯蔵品 27,430 27,643

繰延税金資産 9,530 9,525

その他 15,027 14,249

貸倒引当金 △3,468 △3,027

流動資産合計 481,027 477,968

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 109,297 114,223

機械装置及び運搬具（純額） 86,329 85,784

土地 78,885 79,211

建設仮勘定 15,696 19,712

その他（純額） 10,197 9,408

有形固定資産合計 300,406 308,339

無形固定資産   

のれん 32,468 33,193

その他 38,455 35,705

無形固定資産合計 70,923 68,899

投資その他の資産   

投資有価証券 82,201 85,598

長期貸付金 218 222

繰延税金資産 16,322 14,266

その他 12,233 11,910

貸倒引当金 △1,224 △1,125

投資その他の資産合計 109,751 110,871

固定資産合計 481,081 488,110

資産合計 962,108 966,079



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 80,753 77,706

短期借入金 83,077 26,657

未払法人税等 2,538 2,886

災害損失引当金 1,811 385

事業構造改善引当金 1,184 864

その他 67,382 65,132

流動負債合計 236,747 173,633

固定負債   

社債 5,000 5,000

長期借入金 27,909 85,205

繰延税金負債 15,619 14,948

退職給付引当金 51,711 52,666

役員退職慰労引当金 1,029 979

特別修繕引当金 4,365 4,245

ＰＣＢ対策引当金 892 661

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 1,830

その他 6,182 6,959

固定負債合計 115,555 173,533

負債合計 352,303 347,166

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,094 11,094

資本剰余金 349 1,256

利益剰余金 548,488 559,006

自己株式 △24,767 △24,768

株主資本合計 535,165 546,589

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 21,793

繰延ヘッジ損益 △112 42

為替換算調整勘定 △7,625 △12,015

その他の包括利益累計額合計 12,579 9,820

少数株主持分 62,059 62,502

純資産合計 609,804 618,912

負債純資産合計 962,108 966,079



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 540,666 562,306

売上原価 468,746 484,487

売上総利益 71,920 77,818

販売費及び一般管理費 54,205 59,141

営業利益 17,715 18,677

営業外収益   

受取利息 391 300

受取配当金 1,740 1,825

受取賃貸料 1,543 3,593

負ののれん償却額 333 －

持分法による投資利益 90 －

その他 3,333 3,475

営業外収益合計 7,431 9,195

営業外費用   

支払利息 447 628

固定資産賃貸費用 1,548 3,058

固定資産除却損 578 520

為替差損 3,194 －

持分法による投資損失 － 247

その他 1,993 2,480

営業外費用合計 7,761 6,936

経常利益 17,385 20,935

特別利益   

固定資産売却益 959 791

投資有価証券売却益 467 －

厚生年金基金代行返上益 867 －

負ののれん発生益 － 1,351

特別利益合計 2,294 2,143

特別損失   

災害による損失 5,405 2,286

災害損失引当金繰入額 2,184 －

土壌改良費用 466 －

特別損失合計 8,056 2,286

税金等調整前四半期純利益 11,623 20,792

法人税等 13,356 6,800

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（△）

△1,733 13,992

少数株主利益 2,013 1,457

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,746 12,534



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

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（△）

△1,733 13,992

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,489 1,571

繰延ヘッジ損益 620 184

為替換算調整勘定 △1,272 △4,247

持分法適用会社に対する持分相当額 △158 1

その他の包括利益合計 △2,299 △2,490

四半期包括利益 △4,032 11,501

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,134 9,775

少数株主に係る四半期包括利益 1,101 1,725



 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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23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、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220百万円には、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、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230百万円には、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。 

   

    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

「包装容器関連事業」セグメントにおいて1,334百万円、「その他」セグメントにおいて16百万円の負ののれん

発生益を計上している。これは、平成24年10月１日を効力発生日とする株式交換により、東洋ガラス株式会社及

び東罐興業株式会社を完全子会社としたことに伴うものである。 

（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  

 

 

 

469,277

311

 

 

38,531

34,749

 

 

21,649

10

 

 

529,457

35,071

 

 

11,209

4,434

 

 

 

540,666

39,506

 

 

 

－

△39,506

 

 

540,666

－

計   469,588  73,280  21,660  564,529  15,643  580,173  △39,506  540,666

セグメント利益  12,927  1,719  2,108  16,755  739  17,495  220  17,715

  

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  

 

 

 

491,693

425

 

 

37,351

31,016

 

 

22,020

9

 

 

551,065

31,451

 

 

11,241

4,252

 

 

 

562,306

35,704

 

 

 

－

△35,704

 

 

562,306

－

計   492,118  68,368  22,030  582,516  15,494  598,010  △35,704  562,306

セグメント利益  15,028  758  2,038  17,824  621  18,446  230  18,677
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