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平成１９年３月期  中間決算短信（連結）           
平成１８年１１月２２日 

会 社 名        不二硝子株式会社 上場取引所    ＪＱ 
コ ー ド 番 号        ５２１２ 本社所在都道府県 東京都 
（ＵＲＬ http://www.silicox.co.jp）  
代 表 者 役 職 名  代表取締役社長  
 氏    名  小 熊  信 一   
問い合わせ先        責任者役職名  取締役総務部長   
 氏    名  丸 山  光 二 ＴＥＬ(０３)３６１７－５１１１ 
決算取締役会開催日  平成１８年１１月２２日 

米国会計基準の有無  無 

 

１．１８年９月中間期の連結業績（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日） 

(1) 連結経営成績           （百万円未満は切捨て表示しております） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

1,354   （△ 2.3）

1,385   （   3.2）

百万円   ％ 

50   （△ 9.9） 

56   （ 137.1） 

百万円   ％

   62   （△ 4.9）

  65   （  86.6）

１ ８ 年 ３ 月 期 2,704   （   2.6） 119   （  34.7） 135   （  35.7）

 

 
中 間 (当 期 )純 利 益 

1 株当たり中間 
(当期 )純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 
1株当たり中間(当期)純利益 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円   ％

37  （  15.4）

32  （ 107.2）

円  銭 

17.72     

15.35     

円  銭

－   

－   

１ ８ 年 ３ 月 期 73  （  36.1） 31.30      －   
(注) 1.持分法投資損益 18年9月中間期 ―  百万円 17年9月中間期 ―  百万円 18 年 3 月期 ―  百万円

 2.期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 2,119,981 株 17年9月中間期 2,121,835 株 18 年 3 月期 2,121,323 株

 3.会計処理の方法の変更 無      

 4.売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率  

(2) 連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株当たり純資産

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円

3,360     

3,213      

百万円

2,138     

1,948      

％ 

62.3       

60.6       

円  銭

987.34     

918.79      
１ ８ 年 ３ 月 期 3,320     2,048     61.7       962.81     
(注) 1.期末発行済株式数（連結） 18年 9月中間期 2,119,563 株 17年9月中間期 2,120,892 株 18 年 3 月期  2,120,642 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 

 

１８年９月中間期 

１７年９月中間期 

百万円

20      

72       

百万円

△  46      

△  23       

百万円 

△  33       

△   7       

百万円

173      

129       

 

１ ８ 年 ３ 月 期 174    △  10    △ 19    233    
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  1 社  持分法適用非連結子会社数 － 社  持分法適用関連会社数 － 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)  － 社  (除外)  － 社    持分法(新規)  － 社  (除外)  － 社 
 
２．１９年３月期の連結業績予想（平成 18 年 4 月 1 日～平成 19 年 3 月 31 日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

通   期 
百万円

2,650    

百万円

110    

百万円

  65 
 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期） 30 円 67 銭 

 ※ 業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した予想であります。実際の業績は

様々な要因の変化により、記載の業績予想とは大きく異なる結果となり得ますことをご承知おきください。 
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１.企業集団の状況 

当社グループは、当社（不二硝子株式会社）及び連結子会社（常磐硝子株式会社）より構成されており、当社は

アンプル、管瓶、試験管、理化学医療用硝子等の製造及び販売を事業としており、常磐硝子株式会社は、アンプル、

管瓶、試験管を製造し、すべて当社へ販売しております。 
        (系統図)                                                                                   

  
       製   品 

 
 
  

 
    製  品 

 
 
 

   
 

常磐硝子株式会社 
(連結子会社) 

 
ｱﾝﾌﾟﾙ･管瓶 
試験管製造 

材料(生地管) 

不二硝子株式会社 
（提出会社） 

 
 ｱﾝﾌﾟﾙ･管瓶･試験管 
 理化学医療用硝子 
 等の製造販売 

 

国内主要 
 
製薬会社等  

 

２.経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、製薬業界における薬剤の包装容器メーカーとして、永年培った技術を駆使して、常に製品の高

度な品質と安定した供給を旨とし、社会に貢献することを基本方針としております。 

 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と考え、業績に応じた適正な利益配分を実施して、株主の皆様

のご期待にお応えする所存であります。 

内部留保につきましては、高度な品質を求められる厳しい経営環境に対応するために、研究開発及び生産・販売

の合理化投資と事業活動の安定化のための財務体質強化に充てる予定であります。これら投資は将来における収益

確保に不可欠のものと考えております。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

  当社グループは、当社グループの企業価値を増大させ、長期安定保有株主の増加を経営の重要課題の一つと認識

しておりますが、投資単位の引下げにつきましては、効果と費用を総合的に勘案し、引き続き慎重に検討してまい

ります。 

 

(4) 目標とする経営指標 

  当社グループは、経営指標として売上高経常利益率３％の確保を当面の課題としています。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

  成熟化した国内市場での一層のシェア確保、高度な生産技術・工場内の整備を進め効率のよい生産管理を行い、

収益性の高い強固な事業体質の構築を目指します。さらに、迅速かつ効果的な経営効率の向上のために、平成 15 年

4月に認証取得いたしました国際的な管理基準である ISO9001:2000 年度版の管理体制にあわせた「情報の効率化・

迅速化」を目的とした基幹系統合システムの構築と品質管理に積極的に取り組んでまいります。 

 

(6) 会社が対処すべき課題 

今後につきましては、当期同様厳しい経営環境が続くものと予想されますが、企業体質の強化を図るために、引

き続き「品質の強化」「売上の拡大」「コストの低減」「管理体制の強化」を重要テーマとして、当社グループを挙げ

て徹底した経費の節減を行い原価の低減に傾注するとともに、製造設備の整備を進め相互補完による最適生産など

による連結経営のより一層の強化を図り、積極的な販売活動と営業拡大を行い業績向上に努力を重ねてまいります。 
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(7) 親会社等に関する事項 

当社は、親会社等はありません。 

 

(8) 内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しております。 
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３.経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善によ

り個人消費も底堅く推移するなど、緩やかな回復基調を続けてまいりましたものの、原油高や原材料価格高騰の影

響が懸念される状況下で推移いたしました。 

当社グループの属する医薬容器業界は、主需要先の医薬業界において各種医療費及び薬剤費の抑制を目的とした

医療制度改革が進むなか、当業界の主力製品である「アンプル・管瓶」の需要が低調に推移した厳しい経営環境に

ありました。 

このような環境下、当社グループといたしましては、主要製品はじめ関連商品の市場シェアの拡大をめざして積

極的な販売活動と、グループ各社において業務の効率化によるコストの削減や主要製品の品質水準向上に全力を注

ぎ、業績向上に努めてまいりました。 

その結果、当中間連結会計期間の連結売上高 13 億５千４百万円（前年同期比 2.3％減）と減収になりましたが、

利益面につきましては積極的な原価の低減で補い、経常利益は６千２百万円（前年同期比 4.9％減）、中間純利益は

３千７百万円（前年同期比 15.4％増）となりました。 

 

(2) 財政状態 

当中間連結会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、前中間連結会計期間

末に比べ４千３百万円増加し、１億７千３百万円となりました。 

当中間連結会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、２千万円(前年同期比 72.0%減)となりました。これは主に税金等調整前当期
純利益６千２百万円と減価償却費が３千９百万円あった一方で、売掛債権の増加７千３百万円及びたな卸資産

の減少が４千５百万円が生じたこと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、４千６百万円（前年同期比 196.8％増）となりました。これは主に有形固

定資産の取得による支出３千４百万円が生じたことよるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、３千３百万円（前年同期比 358.8％増）となりました。これは主に新規の

長期借入金による収入４千万円と新規の社債の発行による収入５千万円があった一方で、長期借入金の返済に

よる支出９千４百万円及び社債の償還による支出１千２百万円が生じたことによるものであります。 

なお、財務指標は下記のとおりであります。 

 

平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成19年３月期 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 59.7 60.7 60.6 61.7 62.3 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
21.7 31.2 36.3 43.1 38.9 

債務償還年数（年） 2.9 4.0 3.0 2.9 11.9 

インタレスト・ガバレッジ・

レシオ（倍） 
15.1 13.2 16.0 18.8 4.3 

自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

※有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。 
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(3) 通期の見通し 

通期の連結業績の見通しにつきましては、引き続く医療費抑制政策の基調の下、主力製品需要回復が望めな

い厳しい環境が続くものと予想されます。 

当社グループとしましては、徹底した経費の節減と業務の効率化を行い原価の低減に努めるとともに、積極

的な販売活動を展開し業績の向上に努める所存であります。 

通期の業績見通しは、売上高 26 億５千万円、経常利益１億１千万円、当期純利益６千５百万円を予定してお

ります。 

 

(4) 事業等のリスク 

該当事項はありません。 
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４．中間連結財務諸表等 

 (1) 中間連結貸借対照表 
 

    前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比

(％)

(資産の部)                

Ⅰ 流動資産                

１ 現金及び預金     188,440    254,210     298,374  

２ 受取手形及び売掛金 ※４  613,015    647,118     573,895  

３ 有価証券     74,000    11,000     25,000  

４ たな卸資産    380,558   353,247     399,032  

５ 未収入金    45,148   42,471     35,492  

６ 繰延税金資産     25,343    29,507     31,876  

７ その他     6,662    6,634     994  

流動資産合計     1,333,169 41.5   1,344,190 40.0   1,364,665 41.1

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 ※１             

(1) 建物及び構築物 ※３ 353,176   338,728    343,937   

(2) 機械装置及び運搬

具 
※３ 289,497   284,890    286,540   

(3) 土地 ※３ 225,398   225,398    225,398   

(4) 建設仮勘定  53,920   40,577    36,975   

(5) その他   14,423 936,417 29.1 15,259 904,853 26.9 12,713 905,565 27.3

２ 無形固定資産     1,837 0.1   1,536 0.1   1,654 0.0

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※３ 704,549   844,961    793,654   

(2) 金銭信託   151,998   186,213    174,090   

(3) その他   97,794   93,505    95,952   

貸倒引当金   △12,800 941,543 29.3 △14,895 1,109,784 33.0 △14,895 1,048,802 31.6

固定資産合計    1,879,798 58.5  2,016,174 60.0   1,956,022 58.9

Ⅲ 繰延資産    275 0.0  － －   － －

資産合計    3,213,242 100.0  3,360,364 100.0   3,320,688 100.0
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    前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比

(％)

(負債の部)              

Ⅰ 流動負債              

１ 買掛金    158,442   146,033     140,803  
２ 一年以内返済予定の

長期借入金 
※３  176,890   169,740     177,090  

３ 一年以内償還予定の

社債 
   25,000   35,000     25,000  

４ 未払法人税等    17,007   17,690     23,857  

５ 未払事業所税    3,613   3,620     7,224  

６ 賞与引当金    57,945   57,457     57,307  

７ その他    107,009   109,017     104,923  

流動負債合計    545,908 17.0  538,559 16.0   536,206 16.2

Ⅱ 固定負債              

１ 社債    37,500   52,500     25,000  

２ 長期借入金 ※３  271,115   224,575     271,845  

３ 繰延税金負債    159,806   231,383     206,861  

４ 退職給付引当金    192,840   164,371     175,504  

５ 連結調整勘定    15,028   10,734     12,881  

固定負債合計    676,289 21.1  683,563 20.4   692,091 20.8

負債合計    1,222,198 38.1  1,222,123 36.4   1,228,297 37.0

               



- 8 - 

 

 

    前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比

(％)

(少数株主持分)              

少数株主持分    42,384 1.3  － －   43,607 1.3

               

(資本の部)              

Ⅰ 資本金    107,100 3.3  － －   107,100 3.2

Ⅱ 資本剰余金    582 0.0  － －   582 0.0

Ⅲ 利益剰余金    1,524,197 47.4  － －   1,565,029 47.1

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

   323,515 10.1  － －   382,975 11.6

Ⅴ 自己株式    △6,735 △0.2  － －   △6,904 △0.2

資本合計    1,948,660 60.6  － －   2,048,783 61.7

負債、少数株主持分

及び資本合計 
   3,213,242 100.0  － －   3,320,688 100.0

               

(純資産の部)              

Ⅰ 株主資本              

１ 資本金    －   107,100 3.2   －  

２ 資本剰余金    －   582 0.0   －  

３ 利益剰余金    －   1,579,704 47.0   －  

４ 自己株式    －   △7,626 △0.2   －  

株主資本合計    － －  1,679,760 50.0   － －

Ⅱ 評価・換算差額等              
１ その他有価証券評価

差額金 
   －   412,970 12.3   －  

評価・換算差額等合

計 
   － －  412,970 12.3   － －

Ⅲ 少数株主持分    － －  45,511 1.3   － －

純資産合計    － －  2,138,241 63.6   － －

負債純資産合計    － －  3,360,364 100.0   － －
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 (2) 中間連結損益計算書 

   
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比

(％)

Ⅰ 売上高    1,385,777 100.0  1,354,277 100.0   2,704,659 100.0

Ⅱ 売上原価    1,117,838 80.7  1,093,156 80.7   2,162,146 79.9

売上総利益    267,939 19.3  261,120 19.3   542,513 20.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   211,623 15.3  210,357 15.6   423,203 15.7

営業利益    56,315 4.1  50,763 3.7   119,309 4.4

Ⅳ 営業外収益              
１ 受取利息  121   176    242   
２ 受取配当金  7,014   8,482    10,145   
３ 賃貸料  3,360   4,679    7,028    
４ 連結調整勘定償却額  2,146   2,146    4,293   
５ その他  1,365 14,008 1.0 1,842 17,328 1.3 4,283 25,993 1.0

Ⅴ 営業外費用              
１ 支払利息  4,515   4,684    9,279   
２ その他  288 4,803 0.4 1,070 5,755 0.4 575 9,855 0.4

経常利益    65,520 4.7  62,336 4.6   135,447 5.0

Ⅵ 特別利益              
１ 投資有価証券売却益  － － － － － － 260 260 0.0

Ⅶ 特別損失              
１ 固定資産除却損 ※2 192   －    4,445   
２ 投資有価証券売却損  212   －    212   
３ ゴルフ会員権評価損  －   －    400   
４ 役員退職慰労金  8,000   －    8,000   
５ 貸倒引当金繰入額  － 8,404 0.6 － － － 90 13,148 0.5

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

   57,115 4.1  62,336 4.6   122,560 4.5

法人税、住民税及び 
事業税 

 16,313   16,370    39,636   

法人税等調整額  9,203 25,517 1.8 6,482 22,853 1.7 9,269 48,906 1.8

少数株主利益(△損失)    △971 △0.1  1,903 0.1   251 0.0

中間(当期)純利益    32,569 2.4  37,579 2.8   73,402 2.7
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)        

Ⅰ 資本剰余金期首残高    582   582

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)残 
高 

   582   582

         

(利益剰余金の部)        

Ⅰ 利益剰余金期首残高    1,513,856   1,513,856

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１ 中間(当期)純利益   32,569 32,569 73,402 73,402

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１ 配当金   15,922  15,922  

２ 役員賞与   6,306 22,229 6,306 22,229

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残 
高 

   1,524,197   1,565,029

         

  

 

 (3) 中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

  中間連結剰余金計算書 
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株主資本 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(千円) 
107,100 582 1,565,029 △6,904 1,665,807

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当（注） △15,904  △15,904

役員賞与（注） △7,000  △7,000

中間純利益 37,579  37,579

自己株式の取得 △722 △722

株式資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額（純額） 
 

中間連結会計期間中の変動額合計 

 (千円) 
－ － 14,674 △722 13,952

平成 18 年９月 30 日 残高 

(千円) 
107,100 582 1,579,704 △7,626 1,679,760

  

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(千円) 
382,975 382,975 43,607 2,092,390 

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）  △15,904 

役員賞与（注）  △7,000 

中間純利益  37,579 

自己株式の取得  △722 

株式資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額（純額） 
29,995 29,995 1,903 31,898 

中間連結会計期間中の変動額合計 

 (千円) 
29,995 29,995 1,903 45,851 

平成 18 年９月 30 日 残高 

(千円) 
412,970 412,970 45,511 2,138,241 

   

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

 

 中間連結株主資本等変動計算書 
  当中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日

至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロ

ー計算書 

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

区分 
注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー       
税金等調整前中間(当期)純利益   57,115 62,336 122,560

減価償却費   42,396 39,902 87,138

連結調整勘定償却額   △2,146 △2,146 △4,293

社債発行費償却   275 － 550

賞与引当金の増減額(減少：△)   △699 150 △1,338

貸倒引当金の増減額(減少：△)   △2,500 － △404

退職給付引当金の増減額(減少：△)   △22,613 △11,132 △39,949

受取利息及び受取配当金   △7,135 △8,659 △10,387

支払利息   4,515 4,684 9,279

売上債権の増減額(増加：△)   △78,154 △73,222 △39,034

たな卸資産の増減額(増加：△)   85,195 45,784 66,722

仕入債務の増減額(減少：△)   21,800 5,229 4,161

未収入金の増減額(増加：△)   △1,753 △6,978 7,901

未払消費税等の増減額(減少：△)   6,340 597 3,079

役員賞与の支払額   △6,400 △7,000 △6,400

その他の増減額(減少：△)   △5,145 △12,343 13,865

小計   91,088 37,202 213,451

利息及び配当金の受取額   7,135 8,659 10,387

利息の支払額   △4,515 △4,684 △9,279

法人税等の支払額   △21,619 △20,998 △39,664

営業活動によるキャッシュ・フロー   72,088 20,178 174,894

Ⅱ 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   △60,663 △70,663 △121,326

定期預金の払戻しによる収入   70,663 54,662 125,325

有価証券の償還による収入   － 14,000 60,000

有形固定資産の取得による支出   △30,374 △34,016 △51,268

投資有価証券の取得による支出   △3,010 △903 △3,682

投資有価証券の売却による収入   755 － 1,439

金銭信託の取得による支出   △12,089 △12,122 △34,181

金銭信託の売却による収入   7,998 － 7,998

投資その他の資産の増減額(増加：△)   3,044 2,447 4,886

投資活動によるキャッシュ・フロー   △23,674 △46,596 △10,807

Ⅲ 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   120,000 40,000 220,000

長期借入金の返済による支出   △97,870 △94,620 △196,940

社債の発行による収入   － 50,000 －

社債の償還による支出   △12,500 △12,500 △25,000

自己株式の取得による支出   △957 △722 △1.127

配当金の支払額   △15,922 △15,904 △15,922

少数株主への配当金の支払額   △104 － △104

財務活動によるキャッシュ・フロー   △7,355 △33,746 △19,094

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   41,059 △60,164 144,992

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   88,719 233,712 88,719

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ＊１ 129,778 173,547 233,712
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(5)中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

連結子会社の数 １社 

会社の名称 

常磐硝子株式会社 

非連結子会社はありませ

ん。 

同左 同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

  

該当事項ありません。 同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社の中間期の末

日は、中間連結決算日と一

致しております。 

同左 連結子会社の事業年度の

末日は、連結決算日と同一

であります。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部資本直入法

により処理し、売却

原価は移動平均法

により算定)によっ

ております。 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結決算日の

市場価格等に基づ

く時価法(評価差額

は全部純資産直入

法により処理し、売

却原価は移動平均

法により算定)によ

っております。 

(イ)重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格

等に基づく時価法

(評価差額は全部資

本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定)によっておりま

す。 

  時価のないもの 

移動平均法による

原価法によってお

ります。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  ②たな卸資産 

製品・仕掛品は、売

価還元法によっており

ます。ただし、仕入製

品は、最終仕入原価法

によっております。 

原材料・貯蔵品は、

最終仕入原価法によっ

ております。 

②たな卸資産 

同左 

②たな卸資産 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

  (ロ) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法によっており

ます。ただし、平成10

年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除

く）は、定額法によって

おります。 

なお、主な耐用年数

は、次のとおりでありま

す。 

建物及び構築物 

15年～65年 

機械装置及び運搬具 

６年～９年 

(ロ) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

(ロ) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

同左 

  ②無形固定資産 

自社利用のソフトウェ

アについては社内におけ

る利用可能期間（５年）

に基づく定額法によって

おります。 

②無形固定資産 

同左 

②無形固定資産 

同左 

  (ハ) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

繰延資産として計上

し、商法施行規則の規定

する最長期間（３年）で

均等償却しております。

(ハ) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

支払時に費用処理し

ております 

 

（会計方針の変更） 

従来、社債発行費の

処理方法は３年間で毎

期均等額償却しており

ましたが、会計基準の

改正（「繰延資産の会

計処理に関する当面の

取扱い」(企業会計基準

委員会 実務対応報告

第19号 平成18年8月11

日)）に伴い、当中間連

結会計期間より、原則

的処理方法である支出

時に費用処理する方法

に変更しました。 

なお、この変更に伴

う影響額は軽微であり

ます。 

 

(ハ) 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

繰延資産として計上

し、商法施行規則の規定

する最長期間（３年）で

均等償却しております。
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

  (ニ) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる

損失に備えて、一般債

権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債

権等については個別に

回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上

しております。 

(ニ) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

同左 

(ニ) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

従業員に支給する賞

与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づ

き計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

②賞与引当金 

同左 

  ③退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当中間連

結会計期間末における

退職給付債務及び年金

資産に基づき、当中間

連結会計期間末におい

て発生していると認め

られる額を計上してお

ります。 

③退職給付引当金 

同左 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に

備えるため、当連結会

計年度末における退職

給付債務及び年金資産

に基づき、計上してお

ります。 

  (ホ) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費

税の会計処理は、税抜

方式によっておりま

す。 

(ホ) その他中間連結財務諸

表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(ホ)その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結調整勘定の償

却に関する事項 

連結調整勘定の償却につ

いては、５年間の均等償却

を行なっております。なお、

当中間連結会計期間におい

ては、年間償却額の1/2を償

却処理しております。 

同左 連結調整勘定の償却につ

いては、５年間の均等償却

を行なっております。  

６ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連 結 キ ャ ッ シ

ュ・フロー計算書)

における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 

同左 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金

及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短

期投資からなっておりま

す。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響は

ありません。 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はあり

ません 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号  平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）

を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当

する金額は2,092,730千円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

―――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,588,202千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,623,629千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,546,980千円でありま

す。 

 ２ 受取手形裏書譲渡高は、 

202,168千円であります。 

 ２ 受取手形裏書譲渡高は、 

219,737千円であります。 

 ２ 受取手形裏書譲渡高は、 

206,833 千円であります。 

※３ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

(1)担保資産 

建物 237,788千円 （44,763千円）

土地 178,686千円 （30,542千円）

機械装置及び

運搬具 
2,605千円 （ 2,605千円）

投資有価証券 247,537千円 （  －千円）

計 666,618千円 （77,910千円）

  
(2)担保付債務 

一年以内返

済予定の長

期借入金 

176,890千円（19,090千円） 

長期借入金 271,115千円（40,215千円） 

計 448,005千円（59,305千円） 

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示しておりま

す。 

※３ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

(1)担保資産 

建物 230,916千円（42,888千円）

土地 178,686千円（30,542千円）

機械装置及び

運搬具 
2,605千円（ 2,605千円）

投資有価証券 305,550千円（  －千円）

計 717,758千円（76,036千円）

  
(2)担保付債務 

一年以内返

済予定の長

期借入金 

169,740千円（19,740千円）

長期借入金 224,575千円（20,475千円）

計 394,315千円（40,215千円）

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示しておりま

す。 

※３ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであり

ます。 

(1)担保資産 

建物 232,236千円（43,811千円）

土地 178,686千円（30,542千円）

機械装置及び

運搬具 
2,605千円（ 2,605千円）

投資有価証券 286,492千円（  －千円）

計 700,021千円（76,959千円）

  
(2)担保付債務 

一年以内返済

予定の長期借

入金 

177,090千円（19,090千円）

長期借入金 271,845千円（30,345千円）

計 448,935千円（49,435千円）

上記のうち（ ）内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示しておりま

す。 

※４    ――――― 

 

  

※４ 中間連結会計期間末日満期手

形 

中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換日をも

って決済処理をしております。なお、

当中間連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の中間会計

期間末日満期手形が中間連結会計期

間末残高に含まれております。 

受取手形 3,382千円
  

※４    ――――― 
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(中間連結損益計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目と金額は次のとおり

であります。 

荷造運賃 38,769千円

役員報酬 49,929千円

給与・賞与 43,680千円

退職給付費用 1,780千円

賞与引当金繰入額 11,522千円

減価償却費 4,427千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目と金額は次のとおり

であります。 

荷造運賃 36,651千円

役員報酬 51,135千円

給与・賞与 41,282千円

退職給付費用 6,136千円

賞与引当金繰入額 10,766千円

減価償却費 3,889千円 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目と金額は次のとおり

であります。 

荷造運賃 81,833千円

役員報酬 99,559千円

給与・賞与 97,424千円

退職給付費用 5,158千円

賞与引当金繰入額 11,170千円

減価償却費 8,934千円

貸倒引当金繰入額 2,005千円 
※２ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具 192千円

 

  

※２    ――――― 

 

 

  

※２ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具 4,445千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末 

株式数 （千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数 （千株）

発行済株式  

普通株式 2,142 － － 2,142

合計 2,142 － － 2,142

自己株式 
 

普通株式 （注） 21 1 － 22

合計 21 1 － 22

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  
 

２ 配当に関する事項 

配当支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 15,904 7.50 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

※１  現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成17年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 188,440千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△58,661千円

現金及び現金同等物 129,778千円 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

(平成18年９月30日現在)

現金及び預金勘定 254,210千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△80,663千円

現金及び現金同等物 173,547千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 298,374千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△64,662千円

現金及び現金同等物 233,712千円 

  
  
(リース取引関係) 

   該当事項はありません。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 97,911 641,544 543,632

合計 97,911 641,544 543,632

  
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

優先株式 50,000

非上場株式 2,005

貸付信託 85,000

合計 137,005

  
当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 

(千円) 

中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差額 

(千円) 

株式 99,004 792,956 693,951

合計 99,004 792,956 693,951

  
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

優先株式 50,000

非上場株式 2,005

貸付信託 11,000

合計 63,005



- 21 - 

  
前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  種   類 
取得原価 

(千円) 

連結貸借対照表計上額 

(千円) 

差  額 

(千円) 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1)株式 

(2)債券 

国債・地方債等 

社債 

その他 

(3)その他 

98,101

 
－

－

－

－

741,649 

  
－ 

－ 

－ 

－ 

643,547

 
－

－

－

－

  小計 98,101 741,649 643,547

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1)株式 

(2)債券 

国債・地方債等 

社債 

その他 

(3)その他 

－

 
－

－

－

－

－ 

  
－ 

－ 

－ 

－ 

－

 
－

－

－

－

  小計 － － －

合  計 98,101 741,649 643,547

  
２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

種類 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券  

優先株式 50,000

非上場株式 2,005

貸付信託 25,000

合計 77,005

  
  
（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18

年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18

年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

当社グループにおいては、セグメントが単一であるため、該当ありません。 

  
【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18

年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当ありません。 

  
【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18

年４月１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10%未満のため海外売上高の記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 918.79円  １株当たり純資産額 987.34円 １株当たり純資産額 962.81円 
１株当たり中間純利益 

金額 
15.35円 

 
１株当たり中間純利益 

金額 
17.72円

 
１株当たり当期純利益 

金額 
31.30円

 
なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

  
  
(注) １株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

中間（当期）純利益 

（千円） 32,569 37,579 73,402

普通株主に帰属しない 

金額(千円) 
― ― 7,000

（うち役員賞与） (―) (―) (7,000)

普通株式に係る中間 

（当期）純利益（千円） 
32,569 37,579 66,402

期中平均株式数（千株） 2,121 2,119 2,121

  

  
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５. 生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 品目別 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

アンプル 239,474 86.9 

管瓶 759,413 105.4 

その他 21,386 68.6 

合計 1,020,273 99.3 

（注）金額は平均販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  
(2) 製品仕入実績 

当中間連結会計期間の製品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 品目別 

仕入高(千円) 前年同期比(％) 

アンプル 86,370 98.8 

管瓶 308,456 115.4 

その他 131,894 85.8 

合計 526,721 103.6 

（注）金額は平均販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  
(3) 受注状況 

当中間連結会計期間の受注状況を品目別に示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 品目別 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

アンプル 227,386 69.3 96,619 90.9 

管瓶 847,637 108.2 282,049 141.3 

その他 140,064 85.2 49,053 124.0 

合計 1,215,088 95.3 427,723 123.8 

（注）金額は平均販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  
(4) 販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 品目別 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

アンプル 239,020 70.4 

管瓶 962,983 109.1 

その他 152,273 90.3 

合計 1,354,277 97.7 

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 販売実績が、総販売実績に対して100分の10以上の販売先はありません。 




