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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 48,485 ― 1,855 ― 2,453 ― 539 ―

20年3月期第1四半期 46,496 △0.4 3,555 △11.6 4,229 △2.5 2,512 △1.7

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

21年3月期第1四半期 2.54 2.28
20年3月期第1四半期 11.84 10.60

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

21年3月期第1四半期 239,463 123,663 51.4 580.57
20年3月期 235,290 123,926 52.5 581.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  123,183百万円 20年3月期  123,457百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 96,000 ― 3,100 ― 4,000 ― 2,300 ― 10.84
通期 201,000 4.0 9,000 △5.8 10,500 6.6 6,100 43.9 28.75

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

［（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 をご覧下さい。］  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他 をご覧下さい。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に掲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、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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  214,879,975株 20年3月期  214,879,975株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,704,181株 20年3月期  2,699,643株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  212,179,630株 20年3月期第1四半期  212,214,355株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

 　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国経済減速の影響により企業収益が減少し、

また設備投資や個人消費が伸び悩むなど、景気に減速感が強まりました。

　このような経済状況のもとで、当社グループは積極的な販売活動を展開いたしました結果、当第１四半期連結会計

期間の売上高は48,485百万円と前年同期比4.3%の増加となりました。

　損益面につきましては、経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策を推進してまいりましたが、営業利益は前年

同期比1,699百万円減の1,855百万円となりました。経常利益は、前年同期比1,776百万円減の2,453百万円、当第１四

半期純利益は、前年同期比1,972百万円減の539百万円となりました。

　事業の種類別セグメントの概況

　（ガラス事業）

　建築用ガラスにつきましては、新設住宅着工戸数の減少など建築需要が低調に推移しましたため、売上高は前年同

期を下回りました。

　自動車産業向け加工ガラスにつきましては、海外子会社において出荷が低調に推移しましたが、国内が自動車生産

台数の増加により前年同期を上回り、ほぼ前年同期並の売上高となりました。

　電子産業向けファインガラスにつきましては、タッチパネル、プラズマディスプレイテレビ関連製品の出荷が低調

に推移しましたため、売上高は前年同期を下回りました。

　以上ガラス事業の売上高は25,088百万円（前年同期比3.0%減）となり、原燃料価格の上昇などにより1,404百万円

の営業損失（前年同期比689百万円の悪化）となりました。

　（化成品事業）

　化学品につきましては、販売価格改定が浸透しましたため、売上高は前年同期を上回りました。

　ファインケミカルにつきましては、半導体、液晶関連産業向け特殊ガス製品や昨年度から販売を開始しました半導

体リソグラフィー関連製品等の出荷が堅調に推移しましたが、医薬関連製品の売上が減少しましたため、全体の売上

高は前年同期を下回りました。

　肥料につきましては、出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前年同期を上回りました。

　ガラス繊維につきましては、電子、電気部品関連製品の出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前年同期を上回

りました。

　以上化成品事業の売上高は23,396百万円（前年同期比13.4%増）となりましたが、営業利益は医薬関連製品の減収

などにより、3,243百万円（前年同期比1,033百万円減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は239,463百万円となり、平成20年3月末に比較しまして4,172百万円増加し

ました。資産増減の主なものは、流動資産は、現金及び預金、たな卸資産の増加などにより3,585百万円増加し、固

定資産は投資有価証券の増加などにより586百万円増加しました。負債は合計で4,435百万円増加しました。

　純資産は123,663百万円となり、自己資本比率は、1.1%悪化し51.4%となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は、平成20年3月末に比較し2,508百万円増加の14,813

百万円となりました。

（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、税金等調整前四半期純利益や減価償却費などにより5,997百万円（前年同期比332

百万円の減少）となりました。

（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、有形固定資産の取得による支出などにより2,531百万円（前年同期比912百万円の

増加）となりました。

（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、配当金の支払などにより825百万円（前年同期比359百万円の増加）となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間につきましては、ほぼ計画に沿った業績で推移しておりますため、平成20年5月14日に

公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想は修正しておりません。この業績予想は、当社が現時

点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因によりこれらの予想とは異なる場

合があります。今後の状況の変化に伴う影響を慎重に見極めながら、適宜見直していくこととしております。

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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として、合理的な方法により算定しております。

②固定資産の減価償却の算定方法　　

　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、年度予算に基づく年間

償却予定額を期間按分する方法としております。

　一部の連結子会社は、定率法を採用している資産について、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する

方法により算定しております。

③一般債権の貸倒見積高の算定方法

　一般債権の貸倒見積高の算定に関しては、当第１四半期連結会計期間に貸倒実績がない場合には、前連結会計年

度において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

④法人税等及び繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、経営環境等に著しい変化が生じていない場合には、前連結会計年度

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

⑤税金費用の計算　　

　税金費用については、当第１四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。

　一部の連結子会社は、原則的な処理によっております。

　なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

（３）四半期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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）により算定しております。

　これにより従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

614百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、期首利益剰余金を969百万円減額しております。また、従来の方法によった場合と比較して、損益

に与える影響は軽微であります。



④「リース取引に関する会計基準」等の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計審議会第一部会　企業会計基準第13号　平成19年３月30

日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（日本公認会計士協会　会計制度委員会　企業会計基準

適用指針第16号　平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用することができることになったことに伴い、平成20年４月１日以降にリース取引開始となる契約からこ

れらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっております。

　この変更に伴う損益への影響はありません。

（追加情報）

　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四

半期連結会計期間より、従来、機械装置の耐用年数を硝子事業は14年、化成品事業は７年を主としておりました

が、硝子事業は９年、化成品事業は８年に変更しております。

　これにより従来の方法によった場合と比較して、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞ

れ50百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,842 12,359 

受取手形及び売掛金 46,565 47,273 

商品及び製品 19,964 19,598 

仕掛品 3,932 4,132 

原材料及び貯蔵品 8,329 6,806 

その他 4,961 4,843 

貸倒引当金 △341 △346 

流動資産合計 98,252 94,666 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,254 25,719 

機械装置及び運搬具（純額） 33,764 34,550 

土地 23,815 24,012 

建設仮勘定 6,025 6,215 

その他（純額） 3,468 3,362 

有形固定資産合計 92,328 93,860 

無形固定資産   

のれん 1,666 2,673 

その他 2,971 2,972 

無形固定資産合計 4,638 5,646 

投資その他の資産   

投資有価証券 40,368 36,350 

その他 4,390 5,283 

貸倒引当金 △514 △516 

投資その他の資産合計 44,243 41,117 

固定資産合計 141,210 140,623 

資産合計 239,463 235,290 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 21,933 21,606 

短期借入金 21,400 21,397 

未払法人税等 1,517 1,087 

賞与引当金 672 1,477 

事業構造改善引当金 － 584 

その他 24,446 20,465 

流動負債合計 69,970 66,618 

固定負債   

社債 20,400 20,400 

長期借入金 6,457 6,692 

退職給付引当金 10,683 10,634 

役員退職慰労引当金 195 229 

特別修繕引当金 6,216 5,903 

環境対策引当金 182 182 

その他 1,694 703 

固定負債合計 45,829 44,745 

負債合計 115,800 111,364 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,168 18,168 

資本剰余金 8,117 8,117 

利益剰余金 90,523 92,226 

自己株式 △1,690 △1,689 

株主資本合計 115,118 116,823 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,272 7,964 

繰延ヘッジ損益 △21 △4 

為替換算調整勘定 △2,186 △1,324 

評価・換算差額等合計 8,064 6,634 

少数株主持分 479 468 

純資産合計 123,663 123,926 

負債純資産合計 239,463 235,290 



（２）四半期連結損益計算書 
 （第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

売上高 48,485 

売上原価 36,700 

売上総利益 11,784 

販売費及び一般管理費 9,929 

営業利益 1,855 

営業外収益  

受取利息 6 

受取配当金 360 

為替差益 335 

その他 450 

営業外収益合計 1,153 

営業外費用  

支払利息 171 

持分法による投資損失 63 

その他 320 

営業外費用合計 555 

経常利益 2,453 

特別利益  

事業構造改善引当金戻入額 34 

特別利益合計 34 

特別損失  

減損損失 217 

特別損失合計 217 

税金等調整前四半期純利益 2,270 

法人税等 1,691 

少数株主利益 39 

四半期純利益 539 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 2,270 

減価償却費 3,165 

減損損失 217 

のれん償却額 95 

引当金の増減額（△は減少） △1,103 

受取利息及び受取配当金 △367 

支払利息 171 

持分法による投資損益（△は益） 63 

有形固定資産売却損益（△は益） 105 

売上債権の増減額（△は増加） 578 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,947 

仕入債務の増減額（△は減少） 458 

未払消費税等の増減額（△は減少） 454 

未払費用の増減額（△は減少） 2,583 

その他 △60 

小計 6,685 

利息及び配当金の受取額 367 

利息の支払額 △171 

法人税等の支払額 △884 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,997 

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 △0 

定期預金の払戻による収入 25 

有形固定資産の取得による支出 △2,033 

有形固定資産の売却による収入 4 

投資有価証券の取得による支出 △344 

投資有価証券の売却による収入 0 

その他 △184 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,531 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 647 

長期借入金の返済による支出 △217 

自己株式の取得による支出 △2 

配当金の支払額 △1,273 

少数株主への配当金の支払額 △5 

その他 25 

財務活動によるキャッシュ・フロー △825 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △131 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,508 

現金及び現金同等物の期首残高 12,304 

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,813 



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しており

ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
ガラス事業
（百万円）

 化成品事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 25,088 23,396 48,485 － 48,485

(2）

 

セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,054 707 1,761 (1,761) －

 計 26,142 24,103 50,246 (1,761) 48,485

 営業利益は営業損失（△） △1,404 3,243 1,838 (△16) 1,855

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、製造方法及び販売市場の類似性により「ガラス事業」と「化成品事業」とに区分してお

ります。

２．各事業区分の主要製品

ガラス事業…建築用ガラス、自動車用ガラス、ファインガラス等

化成品事業…化学品、ファインケミカル、肥料、ガラス繊維等

３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。これにより従来の方

法によった場合と比較して、ガラス事業で営業損失が237百万円増加し、化成品事業で営業利益が376百万円減

少しております。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１

四半期連結会計期間より、従来、機械装置の耐用年数を硝子事業は14年、化成品事業は７年を主としておりま

したが、硝子事業は９年、化成品事業は８年に変更しております。これにより従来の方法によった場合と比較

して、ガラス事業で営業損失が105百万円増加し、化成品事業で営業利益が54百万円増加しております。



【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本

（百万円）

その他の地域

（百万円）

計

（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結

（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 43,528 4,957 48,485 － 48,485

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高
731 51 782 (782) －

 計 44,259 5,008 49,268 (782) 48,485

 営業利益 1,644 216 1,860 (5) 1,855

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　その他の地域…米国、台湾等

３．会計処理の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」４．（３）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従

来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で614百万円減少しております。

４．追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１

四半期連結会計期間より、従来、機械装置の耐用年数を硝子事業は14年、化成品事業は７年を主としておりま

したが、硝子事業は９年、化成品事業は８年に変更しております。これにより従来の方法によった場合と比較

して、営業利益が、日本で50百万円減少しております。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,836 2,880 3,259 452 11,428

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 48,485

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
10.0 6.0 6.7 0.9 23.6

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1)北米……………米国、カナダ

(2)アジア…………台湾、中国、韓国、インド等

(3)欧州……………イギリス、イタリア、オランダ、ドイツ、ベルギー等

(4)その他の地域…アルゼンチン、コロンビア等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 46,496

Ⅱ　売上原価 33,259

売上総利益 13,236

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,681

営業利益 3,555

Ⅳ　営業外収益 1,263

Ⅴ　営業外費用 589

経常利益 4,229

Ⅵ　特別利益 73

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 4,303

法人税等 1,802

少数株主利益（△は損失） △10

四半期純利益 2,512



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期純利益 4,303

　減価償却費 3,025

　引当金の増加額（△は減少額） △1,294

　売上債権の減少額（△は増加額） 3,675

　たな卸資産の減少額（△は増加額） △1,216

　仕入債務の増加額（△は減少額） △1,149

　その他 1,995

小計 9,341

　法人税等の支払額 △3,343

　その他 331

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,329

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　有形固定資産の取得による支出 △2,844

　その他 1,224

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,619

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の純増加額（△は減少額） 1,025

　長期借入金の返済による支出 △207

　配当金の支払額 △1,274

　自己株式の取得による支出 △10

　その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △466

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △15

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 4,227

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 10,907

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 15,135



（３）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 
ガラス事業
（百万円）

化成品事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 25,867 20,628 46,496 － 46,496

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
753 478 1,231 （1,231）　 －

計 26,620 21,106 47,727 （1,231）　 46,496

営業費用 27,336 16,830 44,166 （1,225）　 42,940

営業利益又は

営業損失（△）
△715 4,276 3,561 （6）　 3,555

　（注）１．事業区分の方法

事業区分の方法は、製造方法及び販売市場の類似性により「ガラス事業」と「化成品事業」とに区分してお

ります。

２．各事業区分の主要製品

ガラス事業…建築用ガラス、自動車用ガラス、ファインガラス等

化成品事業…化学品、ファインケミカル、肥料、ガラス繊維等
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