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平成 20 年３月期 中間決算短信 
平成 19 年 11 月 22 日 

上場会社名 不二硝子株式会社 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 ５２１２ 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  

問合せ先責任者（役職名） 取締役総務部長 （氏名） 丸山 光二 ＴＥＬ (03)3617－5111 

半期報告書提出予定日 平成 19 年 12 月 21 日   

（百万円未満切捨て） 

１． 平成 19 年９月中間期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 

（１）連結経営成績         （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
中 間（当期） 
純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年９月中間期 1,258 (△ 7.1) 37 (△26.3) 50 (△18.4) △163 ( ― )

18 年９月中間期 1,354 (△ 2.3) 50 (△ 9.9) 62 (△ 4.9) 37 (  15.4)

19 年３月期 2,677 106 126  77

 

 
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 

 円 銭 円 銭

19 年９月中間期 △77 05 ― ― 

18 年９月中間期 17 72 ― ― 

19 年３月期 36 58 ― ― 

(参考) 持分法投資損益 19年9月中間期 ―  百万円 18年9月中間期 ―  百万円 19 年 3 月期 ―  百万円

（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 

 百万円 百万円 ％  円 銭

19 年９月中間期 3,323 1,983 58.4  916 06 

18 年９月中間期 3,360 2,138 62.3  987 34 

19 年３月期 3,402 2,182 62.7  984 95 

(参考) 自己資本 19年9月中間期 1,940百万円 18 年 9 月中間期 2,092 百万円 19 年 3 月期 2,134 百万円

（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         

  百万円 百万円 百万円  百万円

19 年９月中間期 22 △65 △29  149

18 年９月中間期 20 △46 △33  173

19 年３月期 114 △75 △51  222

 

２．配当状況 

 1 株当たり配当金（円） 

（基準日） 期末 年間 

１８年３月期 7.50 7.50 

１９年３月期（実績） ―― 
１９年３月期（予想） 7.50 

7.50 

 

３． 平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年 4 月 1 日 ～ 平成 20 年 3 月 31 日）   【参考】 

（％表示は対前期増減率） 

 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 

 

通   期 

百万円  ％ 

2,450（△ 8.5） 

百万円  ％

30（△71.9）

百万円  ％

40（△68.4）

百万円  ％ 

△180（    －） 

円 銭

△ 84.95 
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４． その他 

（１）期中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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更   無 

（注）詳細は、14、16 ページの「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数

（自己株式を含む） 

19 年 9 月中間期 2,142,000 株 18 年 9 月中間期 2,142,000 株 19 年 3 月期 2,142,000 株

② 期末自己株式数 19 年 9 月中間期 23,641 株 18 年 9 月中間期 22,437 株 19 年 3 月期 22,699 株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、26 ページ「１株当たり情報」を

ご覧ください。 

 

 

（参考）個別業績の概要 

 

１．平成 19 年９月中間期の個別業績（平成 19 年 4 月 1 日～平成 19 年 9 月 30 日） 

（１）個別経営成績        （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
中 間（当期） 
純 利 益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19 年９月中間期 1,258 (△ 7.1) 30 (△23.9) 42 (△19.9) △149 ( ― )

18 年９月中間期 1,354 (△ 2.3) 40 (△29.8) 52 (△21.9) 30 (△11.1)

19 年３月期 2,677 87 108  61

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 円 銭

19 年９月中間期 △70 45 

18 年９月中間期 14 24 

19 年３月期 29 21 

（２）個別財政状態 

 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

19 年９月中間期 3,166 1,853 58.5  875 09 

18 年９月中間期 3,189 2,001 62.8  944 51 

19 年３月期 3,211 2,035 63.4  960 57 

(参考) 自己資本 19年9月中間期 1,853百万円 18 年 9 月中間期 2,001 百万円 19 年 3 月期 2,035 百万円

 

２．平成 20 年３月期の業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ～ 平成 20 年 3 月 31 日)    【参考】 

（％表示は対前期増減率） 

 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 

 

通   期 

百万円  ％ 

2,450（△ 1.0） 

百万円  ％

20（△77.3）

百万円  ％

30（△72.5）

百万円  ％ 

△170（    －） 

円 銭

△ 80.23 

 

 

  
※ 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

前提に基づき作成したものであり、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。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

（当中間期の経営成績） 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善から製造業を中心とした設備投資の増加や雇

用・所得環境の改善が進み、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。 

当社グループ（当社及び連結子会社）の属する医薬容器業界は、主需要先の医薬業界において、政府による

医療費抑制を目的とした医療制度改革の推進や、外資系を含めた製薬企業間の新薬開発及び販売競争が依然と

して続く中、当業界の主力製品である「アンプル・管瓶」の需要が低迷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拡販と、さらなる諸経費の

削減や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が、主要得意先数社において工場設備等の

新設が行われた際、工事日程や確認試験等の期間が延長されたことなどで、当初見込んでいた売上が下期へず

れ込んだことや、急遽製薬会社間での製剤の製造権譲渡が行われ、それに伴い剤形が変化し従来使用していた

容器を使用しなくなったため売上がなくなったことなどにより、当中間連結会計期間の売上高は、12 億５千８

百万円（前年同期比 7.1％減）と減収になりました。利益面におきましては、積極的な原価の低減と株式市場

の好転で適格退職年金の年金資産の時価が回復した結果を受け退職給付費用が減少したことにより、営業利益

は３千７百万円（前年同期比 26.3％減）、経常利益は５千万円（前年同期比 18.4％減）となりました。さらに、

役員退職慰労引当金の過年度分相当額２億円と、遊休土地（福島県いわき市）の帳簿価額を回収可能額まで減

額し、減損損失として当該減少額 11 百万円を、それぞれ特別損失に計上したことにより、中間純損失１億６千

３百万円（前年同期は、中間純利益３千７百万円）となりました。 

（通期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、主要製品はじめ関連商品の市場シェアの拡大を目指しますが、主需要先であ

る医薬業界において、来年４月の薬価改定に対する買い控えによる生産調整などにより、売上が低迷する非常

に厳しい状況が続くものと思われます。また、下期から原価構成比率の大きい原材料（生地管）が急遽値上げ

されることや、原油価格高騰に伴う包装材料や各種消耗品等の値上げによる経費増により、当医薬容器業界に

おきましては、今までにないほどの厳しい経営環境となることが推測されます。 

このような状況の中、当社グループにおいては引き続き品質を維持しつつ原価の低減に注力し、業績向上に

努めてまいりますが、現時点での通期の連結業績の見通しにつきましては、売上高 24 億５千万円、営業利益３

千万円、経常利益４千万円、当期純損失１億８千万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当中間連結会計期末における総資産は、前連結会計年度末と比較して 78 百万円減少し 33 億 23 百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金の減少 66 百万円及び有形固定資産の減少 30 百万円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 19 百万円増加し 13 億 39 百万円となりました。主

な要因は、役員退職慰労引当金計上に伴う増加 2 億 5 百万円によるものです。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 1億 98 百万円減少し 19 億 83 百万円となりました。主な要因は、役員退職慰労引当

金繰入等の費用計上に伴う利益剰余金減少 1億 77 百万円によるものです。 
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② キャッシュ・フローの状況 
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、２千２百万円(前年同期比 80.1%減)となりました。これは主に減価償却が４

千５百万円及び役員退職慰労引当金の増加２億５百万円があった一方で、税金等調整前中間純損失１億６千３

百万円、退職給付引当金の減少が２千１百万円及びたな卸資産の増加２千８百万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、６千５百万円（前年同期比 13.2％減）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４千６百万円、金銭信託の取得による支出１千２百万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、２千９百万円（前年同期比 42.2％減）となりました。これは主に新規の長

期借入金による収入１億円があった一方で、長期借入金の返済による支出９千万円及び社債の償還による支出

２千２百万円が生じたことによるものであります。 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

平成 19 年９月期

中間期 

自己資本比率（％） 59.6 60.7 61.7 62.7 58.4 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
24.0 31.2 43.1 33.6 30.6 

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（年） 

2.3 4.0 2.9 4.1 9.9 

インタレスト・ 

ガバレッジ・レシオ（倍） 
23.1 13.2 18.8 12.7 4.7 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）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。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースにより計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。 
（注４）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。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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。 

当期の配当につきましては、上記の基本方針及び業績見通し等を勘案した結果、１株当たり期末配当金は７円

50 銭（単体の配当性向 － %）を見込んでおります。 
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 18 年６月 29 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略、(4) 会社の対

処すべき課題 

 

平成 19 年３月期中間決算短信（平成 18 年 11 月 22 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 
http://www.silicox.co.jp/ 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（JASDAQ インターネット開示システム）） 
http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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     254,210    244,646     310,711  

２ 受取手形及び売掛金 ※４  647,118    635,553     635,585  

３ 有価証券     11,000   －     －  

４ たな卸資産    353,247   380,907     352,461  

５ 未収入金    42,471   48,464     47,202  

６ 繰延税金資産     29,507    27,821     30,193  

７ その他     6,634    5,815     710  

 貸倒引当金    －    △854     △867  

流動資産合計     1,344,190 40.0   1,342,355 40.4   1,375,998 40.4

Ⅱ 固定資産               

１ 有形固定資産 ※１             

(1) 建物及び構築物 ※３ 338,728   351,231    347,700   

(2) 機械装置及び運搬

具 
※３ 284,890   255,728    264,439   

(3) 土地 ※３ 225,398   213,448    225,398   

(4) 建設仮勘定  40,577   33,316    45,426   

(5) その他   15,259 904,853 26.9 13,684 867,409 26.1 15,436 898,401 26.5

２ 無形固定資産     1,536 0.1   1,353 0.0   1,454 0.0

３ 投資その他の資産                

(1) 投資有価証券 ※３ 844,961   822,840    849,391   

(2) 金銭信託   186,213   210,829    198,483   

(3) その他   93,505   89,541    89,561   

貸倒引当金   △14,895 1,109,784 33.0 △10,940 1,112,271 33.5 △10,940 1,126,495 33.1

固定資産合計    2,016,174 60.0  1,981,034 59.6   2,026,351 59.6

資産合計    3,360,364 100.0  3,323,390 100.0   3,402,350 100.0
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    前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19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    146,033   152,251     152,315  
２ 一年以内返済予定の

長期借入金 
※３  169,740   164,875     159,020  

３ 一年以内償還予定の

社債 
   35,000   32,500     45,000  

４ 未払法人税等    17,690   8,914     18,009  

５ 未払事業所税    3,620   3,594     7,207  

６ 賞与引当金    57,457   56,453     55,830  

７ その他    109,017   105,829     122,763  

流動負債合計    538,559 16.0  524,417 15.8   560,144 16.5

Ⅱ 固定負債              

１ 社債    52,500   65,000     75,000  

２ 長期借入金 ※３  224,575   189,100     185,625  

３ 繰延税金負債    231,383   216,774     236,598  

４ 退職給付引当金    164,371   132,521     154,240  

５ 役員退職慰労引当金    －   205,581     －  

６ 負ののれん    10,734   6,440     8,587  

固定負債合計    683,563 20.4  815,417 24.5   660,051 19.4

負債合計    1,222,123 36.4  1,339,835 40.3   1,220,196 35.9

           

(純資産の部)              

Ⅰ 株主資本              

１ 資本金    107,100 3.2  107,100 3.2   107,100 3.1

２ 資本剰余金    582 0.0  582 0.0   582 0.0

３ 利益剰余金    1,579,704 47.0  1,442,258 43.4   1,619,685 47.6

４ 自己株式    △7,626 △0.2  △8,239 △0.2   △7,768 △0.2

株主資本合計    1,679,760 50.0  1,541,701 46.4   1,719,599 50.5

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  398,855 12.0   415,186 12.2

評価・換算差額等合

計 
   412,970 12.3  398,855 12.0   415,186 12.2

Ⅲ 少数株主持分    45,511 1.3  42,997 1.3   47,368 1.4

純資産合計    2,138,241 63.6  1,983,554 59.7   2,182,154 64.1

負債純資産合計    3,360,364 100.0  3,323,390 100.0   3,402,350 100.0
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19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18年４月１日 
至 平成19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    1,354,277 100.0  1,258,615 100.0   2,677,692 100.0

Ⅱ 売上原価    1,093,156 80.7  1,010,206 80.3   2,153,282 80.4

売上総利益    261,120 19.3  248,408 19.7   524,410 19.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   210,357 15.6  211,018 16.8   417,629 15.6

営業利益    50,763 3.7  37,389 3.0   106,780 4.0

Ⅳ 営業外収益              
１ 受取利息  176   632    575   
２ 受取配当金  8,482   8,886    12,886   
３ 賃貸料  4,679   4,160    8,920    
４ 負ののれん償却額  2,146   2,146    4,293   
５ その他  1,842 17,328 1.3 3,129 18,956 1.5 4,286 30,963 1.1

Ⅴ 営業外費用              
１ 支払利息  4,684   4,811    9,038   
２ その他  1,070 5,755 0.4 663 5,474 0.4 2,222 11,261 0.4

経常利益    62,336 4.6  50,871 4.0   126,482 4.7

Ⅵ 特別利益              
１ 貸倒引当金戻入額  － － － － － － 2,150 2,150 0.1

Ⅶ 特別損失              
１ 固定資産除却損 ※２ －   1,380    1,745   
２ 減損損失 ※３ －   11,950    －   
３ 役員退職慰労引当金  － － － 200,804 214,134 17.0 － 1,745 0.1

税金等調整前中間 

(当期)純利益又は 

税金等調整前中間 

純損失(△) 

   62,336 4.6  △163,263 △13.0   126,887 4.7

法人税、住民税及び 
事業税 

 16,370   8,981    36,059   

法人税等調整額  6,482 22,853 1.7 △6,341 2,640 0.2 9,505 45,564 1.7

少数株主利益(△損失)    1,903 0.1  △4,371 △0.3   3,761 0.1

中間(当期)純利益又は 

中間純損失(△) 
   37,579 2.8  △161,532 △12.8   77,561 2.9
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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。 

 

 

 (3)中間連結株主資本等変動計算書 
  前中間連結会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日） 
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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 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
107,100 582 1,619,685 △7,768 1,719,599

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △15,894  △15,894

中間純損失 △161,532  △161,532

自己株式の取得 △471 △471

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) 
－ － △177,426 △471 △177,897

平成 19 年９月 30 日 残高 

(千円) 
107,100 582 1,442,258 △8,239 1,541,701

  

 

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 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
415,186 415,186 47,368 2,182,154 

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △15,894 

中間純損失  △161,532 

自己株式の取得  △471 

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） 
△16,330 △16,330 △4,371 △20,702 

中間連結会計期間中の変動額合計 

 (千円) 
△16,330 △16,330 △4,371 △198,600 

平成 19 年９月 30 日 残高 

(千円) 
398,855 398,855 42,997 1,983,554 

   

 

 

  
  当中間連結会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日） 
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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

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △15,904  △15,904

役員賞与（注） △7,000  △7,000

当期純利益 77,561  77,561

自己株式の取得 △864 △864

株式資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 

 (千円) 
－ － 54,656 △864 53,791

平成 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
107,100 582 1,619,685 △7,768 1,719,599

  

 

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 

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当（注）  △15,904 

役員賞与（注）  △7,000 

当期純利益  77,561 

自己株式の取得  △864 

株式資本以外の項目の連結 

会計年度中の変動額（純額） 
32,210 32,210 3,761 35,972 

連結会計年度中の変動額合計 

 (千円) 
32,210 32,210 3,761 89,764 

平成 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
415,186 415,186 47,368 2,182,154 

   

（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。 

 

 

  
  前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 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18年４月１日

至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19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18年４月１日

至 平成19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)純利益又は 

税金等調整前中間純損失(△) 
  62,336 △163,263 126,887

減価償却費   39,902 45,088 82,212

減損損失   － 11,950 －

負ののれん償却額   △2,146 △2,146 △4,293

賞与引当金の増減額(減少：△)   150 623 △1,477

貸倒引当金の増減額(減少：△)   － － △3,088

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)   － 205,581 －

退職給付引当金の増減額(減少：△)   △11,132 △21,718 △21,263

受取利息及び受取配当金   △8,659 △9,519 △13,462

支払利息   4,684 4,811 9,038

売上債権の増減額(増加：△)   △73,222 31 △61,690

たな卸資産の増減額(増加：△)   45,784 △28,445 46,570

仕入債務の増減額(減少：△)   5,229 △63 11,511

未収入金の増減額(増加：△)   △6,978 △1,261 △11,709

未払消費税等の増減額(減少：△)   597 △2,159 414

役員賞与の支払額   △7,000 － △7,000

その他の増減額(減少：△)   △12,343 △3,462 △2,102

小計   37,202 36,044 150,547

利息及び配当金の受取額   8,659 9,519 13,462

利息の支払額   △4,684 △4,811 △9,038

法人税等の支払額   △20,998 △17,958 △40,309

営業活動によるキャッシュ・フロー   20,178 22,793 114,661

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   △70,663 △96,687 △155,329

定期預金の払戻しによる収入   54,662 90,666 131,324

有価証券の償還による収入   14,000 － 25,000

有形固定資産の取得による支出   △34,016 △46,104 △56,653

投資有価証券の取得による支出   △903 △891 △1,610

金銭信託の取得による支出   △12,122 △12,346 △24,392

投資その他の資産の増減額(増加：△)   2,447 20 6,391

投資活動によるキャッシュ・フロー   △46,596 △65,342 △75,269

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   40,000 100,000 80,000

長期借入金の返済による支出   △94,620 △90,670 △184,290

社債の発行による収入   50,000 － 100,000

社債の償還による支出   △12,500 △22,500 △30,000

自己株式の取得による支出   △722 △471 △864

配当金の支払額   △15,904 △15,894 △15,904

財務活動によるキャッシュ・フロー   △33,746 △29,535 △51,069

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△)   △60,164 △72,085 △11,667

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   233,712 222,044 233,712

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ＊１ 173,547 149,959 222,044
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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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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 

同左 

(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。 

  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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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 

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 

  
（会計方針の変更） 

法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第

６号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、当中間連結会

計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固

定資産の減価償却費につい

て、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。 

なお、この変更に伴う影

響額は軽微であります。 

  
（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額

を５年にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計

上しております。 

これにより営業利益、経

常利益及び税金等調整前中

間純利益は、それぞれ4,455

千円減少しております。 

(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 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

  
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 

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 

同左 

 

(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、当連結会計年度よ

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。 

  (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。 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

  ④  ――――― 

 

④役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えて、役員退職慰

労金内規に基づく中間期

末要支給額をを計上して

おります。 

 

（会計方針の変更） 

役員退職慰労金は、従

来支出時に費用処理して

おりましたが、「租税特

別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準

備金に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士

協会 監査第一委員会報

告第42号 昭和57年９月

21日）が一部改正され、

「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員

退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会 監査・

保証実務委員会報告第42

号）が平成19年４月13日

付で公表されたことを踏

まえ、役員に対する退職

慰労金の支給見積額を内

規に基づく当該役員の在

任期間にわたり費用配分

することで期間損益の適

正化を図るために、当中

間連結会計期間より役員

退職慰労引当金を計上し

ております。 

当中間連結会計期間末

における発生額205,581

千円のうち、当中間連結

会計期間にかかる発生額

4,777千円は販売費及び

一般管理費に計上し、過

年度分相当額200,804千

円は、特別損失として計

上しております。 

この結果、従来の方法

によった場合に比べ、営

業利益および経常利益は

4,777千円、税金等調整前

中間純利益は205,581千

円減少しております。 

④  ――――― 
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項目 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

  
(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 負ののれんの償却

に関する事項 

負ののれんの償却につい

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 負ののれんの償却につい

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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（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。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当連結会計年度より、「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2,134,785千円でありま

す。 

なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 

  
  

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において、

「連結調整勘定」として掲記されて

いたものは、当中間連結会計期間か

ら、「負ののれん」と表示しており

ます。 

―――――― （連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「連結

調整勘定」として掲記されていたも

のは、当連結会計年度から、「負の

のれん」と表示しております。 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において、

「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計

期間から、「負ののれん償却額」と

表示しております。 

―――――― （連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「連結

調整勘定償却額」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から、

「負ののれん償却額」と表示してお

ります。 

（中間連結キュッシュ・フロー計算

書） 

前中間連結会計期間において、

「連結調整勘定償却額」として掲記

されていたものは、当中間連結会計

期間から、「負ののれん償却額」と

表示しております。 

―――――― （連結キュッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「連結

調整勘定償却額」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から、

「負ののれん償却額」と表示してお

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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度末 

(平成19年３月31日) 

※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、2,657,257千円でありま

す。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、2,583,845千円でありま

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、 

217,037千円であります。 

 ２ 受取手形裏書譲渡高は、 

235,736 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 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 225,115千円（41,066千円）

土地 166,736千円（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 309,225千円（  －千円）

計 703,682千円（74,213千円）

  
(2)担保付債務 

一年以内返

済予定の長

期借入金 

192,675千円（ 8,275千円）

長期借入金 161,300千円（16,700千円）

計 353,975千円（24,975千円）

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 224,606千円（41,965千円）

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 308,205千円（  －千円）

計 714,103千円（75,112千円）

  
(2)担保付債務 

一年以内返済

予定の長期借

入金 

159,020千円（14,225千円）

長期借入金 185,625千円（23,620千円）

計 344,645千円（37,845千円）

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 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末日が金融機関

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 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末日が金融機関

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 23,042千円 

裏書譲渡手形

 

17,024千円 

 
 

※４ 連結会計年度末日満期手形 

 

連結会計年度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、連結

会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期

手形が連結会計年度末残高に含まれ

ております。 

 

受取手形 11,891千円

裏書譲渡手形 

 

22,888千円
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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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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 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 33,085千円

役員報酬 41,517千円

給与・賞与 52,376千円

退職給付費用 2,909千円

賞与引当金繰入額 10,902千円

減価償却費 3,834千円 

※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 77,363千円

役員報酬 80,250千円

給与・賞与 112,816千円

退職給付費用 12,047千円

賞与引当金繰入額 10,773千円

減価償却費 7,797千円

貸倒引当金繰入額 867千円 
※２    ――――― 

 

  
   

※２ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具 659千円

建物及び構築物 331千円

工具器具備品 390千円

計 1,380千円 

※２ 固定資産除却損の内訳 

機械装置及び運搬具 1,355千円

工具器具備品 389千円

計 1,745千円 

※３    ――――― 

  
※３ 減損損失 

当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産につ

いて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

福島県

いわき

市 

遊休資産 土地 

当社グループは、単一事業であ

ることから、事業用資産について

は、当社及び連結子会社の各社を

それぞれ１つの単位としてグル

ーピングを行っております。ま

た、遊休資産については個別物件

単位でグルーピングを行ってお

ります。 

当中間連結会計期間において、

当社グループは遊休土地につい

て帳簿価額を回収可能額まで減

額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に11,950千円計上し

ました。 

なお、当遊休土地の回収可能価

額は正味売却価額により測定し

ており、正味売却価額は、原則と

して不動産鑑定士による鑑定評

価額により評価しております。 

※３    ――――― 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間 (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29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30日

 

 

当中間連結会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19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） 22 1 － 23

合計 22 1 － 23

（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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 15,894 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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前連結会計年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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） 

当連結会計年度 

増加株式数（千株）

当連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当連結会計年度末 

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 

（1）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29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30日

 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌当連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 15,894 利益剰余金 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月29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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19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19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 244,646千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△94,687千円

現金及び現金同等物 149,959千円 

※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19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 310,711千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△88,666千円

現金及び現金同等物 222,044千円 
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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18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19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18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19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18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 

至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19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。 

  
  
(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

  
当中間連結会計期間末(平成19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 100,603 770,835 670,232

合計 100,603 770,835 670,232

  
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

合計 52,005
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前連結会計年度末(平成19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 

99,711

 
－

－

－

－

797,386 

  
－ 

－ 

－ 

－ 

697,674

 
－

－

－

－

  小計 99,711 797,386 697,674

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 99,711 797,386 697,674

  
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

合計 52,005

  
  
（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至

平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日 至平成19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。 

  
(ストック・オプション等関係) 

   該当事項はありません。 

  
  
(企業結合等) 

   該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 987.34円  １株当たり純資産額 916.06円 １株当たり純資産額 984.95円 
１株当たり中間純利益 

金額 
17.72円 

 
１株当たり中間純損失 

金額 
77.05円

 
１株当たり当期純利益 

金額 
36.58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。 

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、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

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)純利益金額又は１株当たり中間純損失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18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

中間（当期）純利益又は中

間純損失（△）（千円） 37,579 △163,263 77,561

普通株主に帰属しない 

金額(千円) 
― ― ―

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は普通株式に係る

中間純損失（△）（千円） 

37,579 △163,263 77,561

期中平均株式数（千株） 2,119 2,118 2,119

  

  
(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．中間財務諸表等 

 (1) 中間貸借対照表   

    前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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   215,806   196,863    235,714   
２ 受取手形 ※６ 195,450   228,857    166,861   
３ 売掛金   451,667   406,695    468,724   
４ 有価証券   11,000   －    －   
５ たな卸資産   306,815   333,501    297,536   
６ 未収入金   70,524   83,458    74,272   
７ 繰延税金資産   29,507   25,060    28,253   
８ その他   2,581   2,527    799   
 貸倒引当金   －   △854    △867   
流動資産合計    1,283,353 40.2  1,276,111 40.3   1,271,294 39.6

Ⅱ 固定資産              
１ 有形固定資産 ※１            
(1) 建物 ※３ 238,866   232,250    232,274   
(2) 機械及び装置   244,161   218,278    226,805   
(3) 土地 ※３ 193,435   181,485    193,435   
(4) その他   52,234   39,547    53,254   
計   728,696   671,562    705,769   

２ 無形固定資産   909   726    828   
３ 投資その他の資産              
(1) 投資有価証券 ※３ 844,961   822,840    849,391   
(2) 金銭信託   186,213   210,829    198,483   
(3) その他   154,653   192,159    193,829   
貸倒引当金   △9,485   △7,680    △7,680   

計   1,176,342   1,218,149    1,234,023    
固定資産合計    1,905,948 59.8  1,890,438 59.7   1,940,621 60.4

資産合計    3,189,302 100.0  3,166,549 100.0   3,211,916 100.0

               
  



不二硝子㈱ (5212) 平成 20 年３月期 中間決算短信 

- 28 - 

  
    

    前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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   220,994   238,275    226,767   
２ 一年以内返済予定 

の長期借入金 
※３ 144,000   144,600    135,400   

３ 一年以内償還予定 

の社債   35,000   32,500    45,000   

４ 未払法人税等   17,587   6,498    16,091   
５ 未払事業所税   2,723   2,697    5,412   
６ 賞与引当金   39,457   38,053    37,030   
７ その他 ※５ 79,735   69,835    73,232   
流動負債合計     539,498 16.9  532,458 16.8   538,935 16.8

Ⅱ 固定負債              
１ 社債   52,500   65,000    75,000   
２ 長期借入金 ※３ 199,600   184,400    171,400   
３ 繰延税金負債   231,383   216,774    236,598   
４ 退職給付引当金   164,371   132,521    154,240   
５ 役員退職慰労引当金   －   181,637    －   
固定負債合計    647,854 20.3  780,333 24.6   637,238 19.8

負債合計    1,187,352 37.2  1,312,792 41.5   1,176,174 36.6

           
(純資産の部)              
Ⅰ 株主資本              
１ 資本金     107,100 3.4  107,100 3.4   107,100 3.4

２ 資本剰余金              
(1) 資本準備金   582   582    582   
資本剰余金合計     582 0.0  582 0.0   582 0.0

３ 利益剰余金              
(1) 利益準備金   26,775   26,775    26,775   
(2) その他利益剰余金              
固定資産圧縮積立

金   25,500   23,798    24,342   
役員退職慰労積立

金   113,000   －    113,000   
別途積立金   1,276,000   1,276,000    1,276,000   
繰越利益剰余金   47,647   28,885    80,525   
利益剰余金合計    1,488,922 46.7  1,355,458 42.8   1,520,642 47.3

４ 自己株式     △7,626 △0.2  △8,239 △0.3   △7,768 △0.2

株主資本合計     1,588,979 49.9  1,454,901 45.9   1,620,556 50.5

Ⅱ 評価・換算差額等              
１ その他有価証券評価

差額金 
    412,970 12.9  398,855 12.6   415,186 12.9

評価・換算差額等合

計    412,970 12.9  398,855 12.6   415,186 12.9

純資産合計    2,001,949 62.8  1,853,757 58.5   2,035,742 63.4

負債純資産合計    3,189,302 100.0  3,166,549 100.0   3,211,916 100.0
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 (2) 中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19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     1,354,277 100.0  1,258,615 100.0   2,677,692 100.0

Ⅱ 売上原価     1,128,242 83.3  1,042,125 82.8   2,219,771 82.9

売上総利益     226,034 16.7  216,489 17.2  457,920 17.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    185,957 13.7  185,993 14.8  370,008 13.8

営業利益    40,076 3.0  30,496 2.4  87,912 3.3

Ⅳ 営業外収益  ※１  24,005 1.7  23,225 1.8  43,181 1.6

Ⅴ 営業外費用  ※２  11,125 0.8  11,277 0.9  22,108 0.8

経常利益    52,956 3.9  42,443 3.4  108,984 4.1

Ⅵ 特別利益    － －  － －  － －

Ⅶ 特別損失  ※3,4  － －  191,154 15.2  1,478 0.1

税引前中間(当期) 

純利益又は税引前 

中間純損失(△) 
   52,956 3.9  △148,711 △11.8  107,506 4.0

法人税、住民税 
及び事業税   16,266   6,098    34,135   

法人税等調整額   6,482 22,749 1.7 △5,520 577 0.0 11,445 45,580 1.7

中間(当期)純利益 

又は中間純損失(△)
   30,206 2.2  △149,288 △11.8  61,926 2.3
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 (3) 中間株主資本等変動計算書 
  前中間会計期間（自平成 18 年４月１日 至平成 18 年９月 30 日）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本

準備

金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
固定資産

圧縮 

積立金 

役員 

退職慰労

積立金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(千円) 
107,100 582 582 26,775 26,735 93,000 1,256,000 79,110 1,481,620

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の 

取崩し（注） 
 △1,235   1,235 －

役員退職積立金の積立て（注）  20,000  △20,000 －

別途積立金の積立て（注）   20,000 △20,000 －

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    30,206 30,206

自己株式の取得    

株式資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動 

額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額 

合計       (千円) 
－ － － － △1,235 20,000 20,000 △31,462 7,301

平成 18 年９月 30 日 残高 

(千円) 
107,100 582 582 26,775 25,500 113,000 1,276,000 47,647 1,488,922

    

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(千円) 
△6,904 1,582,399 382,975 382,975 1,965,374 

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の 

取崩し（注） 
 － － 

役員退職積立金の積立て（注）  － － 

別途積立金の積立て（注）  － － 

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  30,206 30,206 

自己株式の取得 △722 △722 △722 

株式資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動 

額（純額） 

 29,995 29,995 29,995 

中間会計期間中の変動額 

合計       (千円) 
△722 6,579 29,995 29,995 36,575 

平成 18 年９月 30 日 残高 

(千円) 
△7,626 1,588,979 412,970 412,970 2,001,949 

   

（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。 
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  当中間会計期間（自平成 19 年４月１日 至平成 19 年９月 30 日）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本

準備

金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
固定資産

圧縮 

積立金 

役員 

退職慰労

積立金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

平成 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
107,100 582 582 26,775 24,342 113,000 1,276,000 80,525 1,520,642

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の 

取崩し 
 △543   543 －

役員退職積立金の取崩し  △113,000  113,000 －

剰余金の配当    △15,894 △15,894

中間純損失    △149,288 △149,288

自己株式の取得    

株式資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動 

額（純額） 

   

中間会計期間中の変動額 

合計       (千円) 
－ － － － △543 △113,000 － △51,639 △165,183

平成 19 年９月 30 日 残高 

(千円) 
107,100 582 582 26,775 23,798 － 1,276,000 28,885 1,355,458

    

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
△7,768 1,620,556 415,186 415,186 2,035,742 

中間会計期間中の変動額    

固定資産圧縮積立金の 

取崩し 
 － － 

役員退職積立金の取崩し  － － 

剰余金の配当  △15,894 △15,894 

中間純損失  △149,288 △149,288 

自己株式の取得 △471 △471 △471 

株式資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動 

額（純額） 

 △16,330 △16,330 △16,330 

中間会計期間中の変動額 

合計       (千円) 
△471 △165,654 △16,330 △16,330 △181,985 

平成 19 年９月 30 日 残高 

(千円) 
△8,239 1,454,901 398,855 398,855 1,853,757 
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  前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日）  

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本

準備

金 

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
固定資産

圧縮 

積立金 

役員 

退職慰労

積立金 

別途 

積立金 

繰越 

利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(千円) 
107,100 582 582 26,775 26,735 93,000 1,256,000 79,110 1,481,620

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の 

取崩し（注） 
 △1,235   1,235 －

固定資産圧縮積立金の 

取崩し 
 △1,158   1,1158 －

役員退職積立金の積立て（注）  20,000  △20,000 －

別途積立金の積立て（注）   20,000 △20,000 －

剰余金の配当（注）    △15,904 △15,904

役員賞与（注）    △7,000 △7,000

当期純利益    61,926 61,926

自己株式の取得    

株式資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
－ － － － △2,393 20,000 20,000 1,414 39,021

平成 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
107,100 582 582 26,775 24,342 113,000 1,276,000 80,525 1,520,642

    

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

(千円) 
△6,904 1,582,399 382,975 382,975 1,965,374 

事業年度中の変動額    

固定資産圧縮積立金の 

取崩し（注） 
 － － 

固定資産圧縮積立金の 

取崩し 
 － － 

役員退職積立金の積立て（注）  － － 

別途積立金の積立て（注）  － － 

剰余金の配当（注）  △15,904 △15,904 

役員賞与（注）  △7,000 △7,000 

当期純利益  61,926 61,926 

自己株式の取得 △864 △864 △864 

株式資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
 32,210 32,210 32,210 

事業年度中の変動額合計 

(千円) 
△864 38,157 32,210 32,210 70,367 

平成 19 年３月 31 日 残高 

(千円) 
△7,768 1,620,556 415,186 415,186 2,035,742 

   

（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。 
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中間財務諸表作成のための基本となる事項 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 有価証券 

(イ)子会社株式 

移動平均法による原

価法によっておりま

す。 

(ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場

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。 

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。 

(1) 有価証券 

(イ)子会社株式 

同左 

  
  

(ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

(1) 有価証券 

(イ)子会社株式 

同左 

  
  

(ロ)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

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。 

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 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

２ 固定資産の減価償

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 

35年～65年 

機械装置及び運搬具 

6年～9年 

(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 

35年～65年 

機械装置及び運搬具 

6年～9年 

  
（会計方針の変更） 

法人税法の改正((所得税

法等の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律第６

号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号))

に伴い、当中間会計期間よ

り、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産の減

価償却費について、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。 

なお、この変更に伴う影響

額は軽微であります。 

  
（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正前

の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年にわたり

均等償却し、減価償却費に含

めて計上しております。 

これにより営業利益は、

3,560千円、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は、

それぞれ5,482千円減少し

ております。 

(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 

35年～65年 

機械装置及び運搬具 

6年～9年 

  (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 
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項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

３ 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。 

 

社債発行費 

同左 

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、当事業年

度より、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。 

 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、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。 

同左 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 (3) 退職給付引当金 (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。 

同左 従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度末

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。 

  



不二硝子㈱ (5212) 平成 20 年３月期 中間決算短信 

- 36 - 

  

項目 

前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

  
(4)   ――――― 

 

(4) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支

出に備えて、役員退職慰労

金内規に基づく中間期末

要支給額をを計上してお

ります。 

 

（会計方針の変更） 

役員退職慰労金は、従来

支出時に費用処理してお

りましたが、「租税特別措

置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金

に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会 監

査第一委員会報告第42号 

昭和57年９月21日）が一部

改正され、「租税特別措置

法上の準備金及び特別法

上の引当金又は準備金並

びに役員退職慰労引当金

等に関する監査上の取扱

い」（日本公認会計士協会 

監査・保証実務委員会報告

第42号）が平成19年４月13

日付で公表されたことを

踏まえ、役員に対する退職

慰労金の支給見積額を内

規に基づく当該役員の在

任期間にわたり費用配分

することで期間損益の適

正化を図るために、当中間

会計期間より役員退職慰

労引当金を計上しており

ます。 

当中間会計期間末にお

ける発生額181,637千円の

うち、当中間会計期間にか

かる発生額3,813千円は販

売費及び一般管理費に計

上し、過年度分相当額

177,824千円は、特別損失

として計上しております。 

この結果、従来の方法に

よった場合に比べ、営業利

益および経常利益は3,813

千円、税金等調整前中間純

利益は181,637千円減少し

ております。 

(4)   ――――― 

 

５ その他中間財務諸

表(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。 

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（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2,001,949千円でありま

す。 

なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当事業年度より、「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2,035,742千円でありま

す。 

なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 
前中間会計期間末 

(平成18年９日30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９日30日) 

前事業年度末 

(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

  額 2,155,412千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

  額 2,177,139千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計 

  額 2,167,556千円 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

    219,737千円 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

    217,037千円 

 ２ 受取手形裏書譲渡高 

    235,736千円 

※３ 担保に供している資産及び担

保付債務 

※３ 担保に供している資産及び担

保付債務 

※３ 担保に供している資産及び担

保付債務 

 (1) 担保に供している資産 

建物 188,027千円

土地 148,144千円

投資有価証券 305,550千円

計 641,722千円 

 (1) 担保に供している資産 

建物 184,049千円

土地 136,194千円

投資有価証券 309,225千円

計 629,469千円 

 (1) 担保に供している資産 

建物 182,640千円

土地 148,144千円

投資有価証券 308,205千円

計 638,990千円 
 (2) 上記に対応する債務 

１年以内 

返済予定の 

長期借入金 

144,000千円

長期借入金 199,600千円

計 343,600千円 

 (2) 上記に対応する債務 

１年以内 

返済予定の 

長期借入金 

144,600千円

長期借入金 184,400千円

計 329,000千円 

 (2) 上記に対応する債務 

１年以内 

返済予定の 

長期借入金 

135,400千円

長期借入金 171,400千円

計 306,800千円 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務  ４ 保証債務 

  銀行借入に対する保証債務 

常磐硝子株式会

社 
10,500千円

 

  銀行借入に対する保証債務 

常磐硝子株式会

社 
4,500千円

 

  銀行借入に対する保証債務 

常磐硝子株式会

社 
7,500千円

 

※５ 消費税及び地方消費税の取扱

い 

※５ 消費税及び地方消費税の取扱

い 

※５    ――――― 

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

       同左     

※６ 中間期末日満期手形 ※６ 中間期末日満期手形 ※６ 期末日満期手形 

中間期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、当中間会計

期間の末日が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

形が中間期間末残高に含まれており

ます。 

受取手形 3,382千円 

  

中間期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、当中間会計

期間の末日が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

形が中間期間末残高に含まれており

ます。 

受取手形 23,042千円 

裏書譲渡手形

 

17,024千円 

 
 

期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、当期末日が金融

機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が期末残高に含まれており

ます。 

 

受取手形 11,891千円 

裏書譲渡手形 

 

22,888千円 
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(中間損益計算書関係) 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 170千円

機械賃貸料

等 
13,109千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 1,266千円

機械賃貸料

等 
11,184千円

 

※１ 営業外収益の主要項目 

受取利息 984千円

機械賃貸料

等 
25,727千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,210千円

貸与機械減

価償却費等 
6,914千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 4,541千円

貸与機械減

価償却費等
6,462千円

 

※２ 営業外費用の主要項目 

支払利息 8,199千円

貸与機械減

価償却費等 
11,686千円

 

※３    ――――― 

 
※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除

却損 
1,380千円

減損損失 11,950千円

役員退職慰

労引当金 
177,824千円

 

※３ 特別損失の主要項目 

固定資産除

却損 
1,478千円

 

 

※４    ――――― 

 

  

※４ 減損損失 

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失

を計上しました。 

場所 用途 種類 

福島県

いわき

市 

遊休資産 土地 

当社は、単一事業であることか

ら、事業用資産については１つの

単位としてグルーピングを行っ

ております。また、遊休資産につ

いては個別物件単位でグルーピ

ングを行っております。 

当中間会計期間において、遊休

土地について帳簿価額を回収可

能額まで減額し、当該減少額を減

損損失として特別損失に11,950

千円計上しました。 

なお、当遊休土地の回収可能価

額は正味売却価額により測定し

ており、正味売却価額は、原則と

して不動産鑑定士による鑑定評

価額により評価しております。 

※４    ――――― 

 

  

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資

産 
32,853千円

無形固定資

産 
118千円

 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資

産 
35,775千円

無形固定資

産 
64千円

 

 ５ 減価償却実施額 

有形固定資

産 
67,316千円

無形固定資

産 
200千円
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(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加

株式数  （千株）

当中間会計期間減少 

株式数  （千株） 

当中間会計期間末 

株式数 （千株） 

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。  

  
当中間会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数
（千株） 

当中間会計期間増加

株式数  （千株）

当中間会計期間減少 

株式数  （千株） 

当中間会計期間末 

株式数 （千株） 

普通株式 （注） 22 1 － 23

合計 22 1 － 23

（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。  

  
前事業年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数
（千株） 

当事業年度増加 

株式数  （千株）

当事業年度減少 

株式数  （千株） 

当事業年度末 

株式数 （千株） 

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。  

  
  
(リース取引関係) 

該当事項はありません。  

  



不二硝子㈱ (5212) 平成 20 年３月期 中間決算短信 

- 41 - 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 

  
  

(１株当たり情報) 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 944.51円  １株当たり純資産額 875.09円 １株当たり純資産額 960.57円 
１株当たり中間純利益 

金額 
14.24円 

 
１株当たり中間純損失 

金額 
70.45円

 
１株当たり当期純利益 

金額 
29.21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。 

  

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、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

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)純利益金額又は１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 

前会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

中間（当期）純利益又は中

間純損失（△）（千円） 
30,206 △149,288 61,926

普通株主に帰属しない 

金額(千円) 
― ― ―

普通株式に係る中間（当期）

純利益又は普通株式に係る

中間純損失（△）（千円） 

30,206 △149,288 61,926

期中平均株式数（千株） 2,119 2,118 2,119

  
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６. 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19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 品目別 

生産高(千円) 前年同期比(％) 

アンプル 232,666 97.2 

管瓶 761,012 100.2 

その他 25,838 120.8 

合計 1,019,516 99.9 

（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19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 品目別 

仕入高(千円) 前年同期比(％) 

アンプル 90,031 104.2 

管瓶 316,912 102.7 

その他 128,689 97.6 

合計 535,633 101.7 

（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19年４月１日 

至 平成19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 298,097 131.1 139,823 144.7 

管瓶 775,005 92.3 290,668 103.1 

その他 166,765 112.5 71,863 146.5 

合計 1,239,867 102.0 502,355 117.4 

（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19年４月１日 

至 平成19年９月30日) 品目別 

販売高(千円) 前年同期比(％) 

アンプル 253,015 105.9 

管瓶 860,514 90.1 

その他 145,085 90.5 

合計 1,258,615 92.9 

(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。 




