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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年6月20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 ％

22年3月期第1四半期 14,121 ― 221 ― 142 ― 10 ―

21年3月期第1四半期 14,992 3.2 96 △79.0 49 △89.4 9 △95.9

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

22年3月期第1四半期 0.29 ―

21年3月期第1四半期 0.27 ―

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

22年3月期第1四半期 70,040 18,622 23.6 470.31
21年3月期 67,384 18,475 24.3 464.93

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  16,529百万円 21年3月期  16,340百万円

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

21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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

29,500 ― 650 ― 500 ― 290 ― 8.25

通期 56,300 △1.1 1,250 ― 950 ― 540 ― 15.36



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  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関連する事項は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想
に関する定性的情報をご覧ください。 
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）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）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。 

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） 22年3月期第1四半期 36,295,543株 21年3月期  36,295,543株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,149,804株 21年3月期  1,148,574株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 35,146,166株 21年3月期第1四半期 35,155,894株



当第１四半期におけるわが国経済は、未曾有ともいえる景気後退に一部底打ち感が出てまいりましたが、反

面、雇用・消費状況の更なる悪化もあり、全体として底ばいの状況で推移いたしました。 

このような状況のなか、当社グループは引き続き、収益力の向上と財務体質強化に取り組んでまいりました。 

売上高につきましては、ガラスびんが需要の減少に歯止めが掛からないほか、ハウスウエアは前連結会計年度

において好調だった中近東への輸出が減少し、また、消費の低迷からＰＥＴボトル、ＰＥＴプリフォームも減少

し、グループ全体の売上高は141億２千１百万円（前年同四半期比5.8％減）となりました。他方、利益面では、

前連結会計年度に急騰した原燃料を始めとする諸資材価格が引下げに転じたことと、生産体制の再構築に伴うリ

ストラ効果などから、営業利益は２億２千１百万円（前年同四半期比129.8％増）、経常利益は１億４千２百万円

（前年同四半期比186.3％増）となりました。四半期純利益は岩倉工場食器炉の定期改修に伴う固定資産除却損が

発生したことなどから、１千万円（前年同四半期比6.8％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

ガラス容器関連事業  

 ガラスびんは、全体需要の減少に歯止めが掛からないなか、需給の改善を目的として前連結会計年度に実施し

た生産体制の再構築に伴う販売品種の見直しなどにより、売上高は前年同四半期比1.8％減となりました。また、

ハウスウエアは、世界的な不況と円高から中近東向けの売上が減少したことなどから、売上高は前年同四半期比

9.9％減となりました。 

 以上の結果、売上高は前年同四半期比4.5％減の74億３千５百万円となりました。 

  

他素材容器関連事業 

 プラスチックは、岩倉工場でのＰＥＴボトル生産を停止したことに加え、全体的な消費の低迷からＰＥＴプリ

フォームも減少し、売上高は前年同四半期比10.5％減となりました。一方、紙容器は品質改善等により主要得意

先への納入復活が順調に進んだことなどから、売上高は前年同四半期比4.6％増となりました。 

 以上の結果、売上高は前年同四半期比5.7％減の61億２千５百万円となりました。 

  

その他の事業  

 アドバンストガラスでは、抗菌剤及び携帯デバイス向けの高強度ガラスが世界的な消費の冷え込みにより需要

が減少いたしました。また、機器販売も受注先の設備投資の圧縮などにより減収となりました。 

 以上の結果、売上高は前年同四半期比21.1％減の５億５千９百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ２億６千５百万円増加し、16億９千４百万円となりました。 

   当第１四半期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） 

   営業活動の結果増加した資金は、８億１千６百万円（前年同四半期は７億２千４百万円の資金増加）となりま

した。資金増加の主な要因は、税金等調整前四半期純利益６千万円、減価償却費８億１千８百万円、仕入債務の

増加13億９千４百万円、未払費用の増加６億１千４百万円にであります。 

     一方、資金減少の主な要因としましては、売上債権の増加21億５千８百万円であります。 

  （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、20億１千７百万円（前年同四半期は７億８千１百万円の資金使用）となり、

これは主に、有形固定資産の取得による支出18億１千３百万円であります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     財務活動の結果増加した資金は、14億６千６百万円（前年同四半期は14億９千６百万円の資金増加）となり、

これは主に、短期借入金の増加であります。 

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月23日に公表しました業績予想に変更はありません。  

  

該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更  

１．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）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）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．リース取引に関する会計基準の適用 

 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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、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」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、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、当第１四半期連結会計期間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適用初年度開始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

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  

 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。 

・重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

  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低価法により評価してお

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ありません。 

  

 当社及び連結子会社の機械装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見

直した結果、当第１四半期連結会計期間より耐用年数の変更を行っております。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。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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

（４）追加情報
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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21年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,534 972 

受取手形及び売掛金 10,583 8,100 

有価証券 260 556 

商品及び製品 10,594 10,736 

仕掛品 682 701 

原材料及び貯蔵品 3,193 3,158 

その他 2,011 2,311 

貸倒引当金 △69 △54 

流動資産合計 28,790 26,483 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,496 8,557 

機械装置及び運搬具（純額） 10,240 10,231 

土地 13,052 13,070 

その他（純額） 1,906 1,729 

有形固定資産合計 33,695 33,588 

無形固定資産 49 53 

投資その他の資産   

投資有価証券 4,714 4,527 

その他 2,732 2,665 

貸倒引当金 △101 △100 

投資その他の資産合計 7,345 7,092 

固定資産合計 41,090 40,734 

繰延資産 159 166 

資産合計 70,040 67,384 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,688 5,294 

短期借入金 15,363 12,030 

1年内償還予定の社債 1,271 1,271 

未払法人税等 62 93 

賞与引当金 298 482 

その他 5,021 5,264 

流動負債合計 28,705 24,438 

固定負債   

社債 9,285 9,608 

長期借入金 3,827 5,264 

退職給付引当金 3,735 3,766 

役員退職慰労引当金 6 11 

汚染負荷量引当金 692 704 

負ののれん 472 519 

その他 4,692 4,596 

固定負債合計 22,712 24,470 

負債合計 51,418 48,908 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,911 5,911 

資本剰余金 4,149 4,931 

利益剰余金 1,752 1,065 

自己株式 △266 △266 

株主資本合計 11,547 11,642 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 509 324 

繰延ヘッジ損益 △35 △134 

土地再評価差額金 4,507 4,507 

評価・換算差額等合計 4,981 4,697 

少数株主持分 2,092 2,134 

純資産合計 18,622 18,475 

負債純資産合計 70,040 67,384 



（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21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 14,121

売上原価 11,466

売上総利益 2,654

販売費及び一般管理費 2,432

営業利益 221

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 9

受取賃貸料 23

負ののれん償却額 46

その他 17

営業外収益合計 99

営業外費用  

支払利息 110

その他 68

営業外費用合計 178

経常利益 142

特別利益  

固定資産売却益 2

その他 1

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除却損 81

その他 4

特別損失合計 86

税金等調整前四半期純利益 60

法人税、住民税及び事業税 40

法人税等調整額 3

法人税等合計 44

少数株主利益 6

四半期純利益 10



（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21年３月21日 
 至 平成21年６月20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 60

減価償却費 818

負ののれん償却額 △46

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15

賞与引当金の増減額（△は減少） △184

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5

汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） △12

受取利息及び受取配当金 △12

支払利息 110

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 89

売上債権の増減額（△は増加） △2,158

たな卸資産の増減額（△は増加） 126

仕入債務の増減額（△は減少） 1,394

割引手形の増減額（△は減少） △345

未払費用の増減額（△は減少） 614

その他 557

小計 990

利息及び配当金の受取額 12

利息の支払額 △118

法人税等の支払額 △68

営業活動によるキャッシュ・フロー 816

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 200

有形固定資産の取得による支出 △1,813

有形固定資産の売却による収入 35

投資有価証券の取得による支出 △1

関係会社出資金の払込による支出 △303

貸付けによる支出 △92

貸付金の回収による収入 8

その他 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,017

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） 1,805

長期借入れによる収入 350

長期借入金の返済による支出 △259

社債の償還による支出 △322

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の処分による収入 0

配当金の支払額 △105

少数株主への配当金の支払額 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 265

現金及び現金同等物の期首残高 1,429

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,694



 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）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）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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日） 

 （注）１．事業区分の方法 

 事業区分は、製品の種類・性質等の類似性及び当社グループの損益集計区分を考慮して決定しております。

 ２．各事業の主要な製品 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日） 

本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

ガラス容器 

関連事業 

（百万円） 

他素材容器 

関連事業 

（百万円） 

その他の事業

（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  7,435  6,125  559  14,121  －  14,121

 （2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 154  165  67  388 （ 388)  －

計   7,590  6,291  627  14,509 （ 388)  14,121

営業利益   119  87  14  220  0  221

事業区分 主要製品 

ガラス容器関連事業 
洋雑酒びん、ビールびん、飲料水びん、食料調味料びん、コーヒーびん、 

牛乳びん、清酒びん、化粧品びん、薬びん、王冠、鉢皿類、コップ、貯蔵びん 

他素材容器関連事業 紙容器、同容器に係る充填機械、ペットボトル、ペットプリフォーム 

その他の事業 抗菌剤、高強度ガラス、キャップ、ブロー成形機、検査機器 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月21日～６月20日） 

（単位：百万円） 

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目 

前年同四半期 

（平成21年３月期 

第１四半期） 

金額 

 Ⅰ 売上高  14,992

 Ⅱ 売上原価  12,483

売上総利益   2,509

 Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,412

営業利益  96

 Ⅳ 営業外収益  152

受取利息及び配当金  14

その他   137

 Ⅴ 営業外費用  198

支払利息   111

その他   87

経常利益   49

 Ⅵ 特別利益  2

その他   2

 Ⅶ 特別損失  1

固定資産除却損   0

その他   0

税金等調整前四半期純利益   50

税金費用   23

少数株主利益   17

四半期純利益   9
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月21日～６月20日） 

（単位：百万円） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

当四半期 

（平成21年３月期 

第１四半期） 

区分 金額 

 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   50

減価償却費  948

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △22

賞与引当金の増減額（減少：△）  △289

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △52

汚染負荷量引当金の増減額（減少額：△）  △13

受取利息及び配当金  △14

支払利息  111

有形固定資産売却・除却損益（利益：△）  13

売上債権の増減額（増加：△）  △1,702

たな卸資産の増減額（増加：△）  △620

仕入債務の増減額（減少：△）  1,995

割引手形の増減額（減少：△）  △452

その他  936

小計  888

利息及び配当金の受取額   15

利息の支払額  △119

法人税等の支払額   △59

営業活動によるキャッシュ・フロー   724

 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  △703

有形固定資産の売却による収入  6

投資有価証券の取得による支出   △51

その他   △33

投資活動によるキャッシュ・フロー   △781

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（減少：△）  86

長期借入による収入  150

長期借入金の返済による支出  △12

社債の発行による収入  1,844

社債の償還による支出  △393

自己株式の取得による支出  △0

自己株式の処分による収入  0

配当金の支払額  △175

少数株主への配当金の支払額  △1

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,496

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  1,439

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  958

 Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高   2,398
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〔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（平成20年３月21日～６月20日） 

（単位：百万円）

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月21日～６月20日） 

本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（平成20年３月21日～６月20日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

（３）セグメント情報

  
ガラス容器 

関連事業 

他素材容器 

関連事業 
その他の事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

 売上高             

 (1)外部顧客に対する売上高  7,786  6,496  709  14,992  －  14,992

 (2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 198  164  192  554 ( 554)  －

計  7,984  6,661  901  15,547 ( 554)  14,992
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