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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4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 36,465 △24.8 1,831 △1.3 1,937 △21.0 921 70.8
21年3月期第1四半期 48,485 ― 1,855 ― 2,453 ― 539 ―

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 4.34 3.89
21年3月期第1四半期 2.54 2.28

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 220,845 113,197 51.1 531.75
21年3月期 220,398 108,775 49.2 510.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  112,807百万円 21年3月期  108,396百万円

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  

平成22年3月期の配当については、未定であります。 

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 ― 6.00 ― 4.00 10.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

78,000 △21.5 1,800 △55.1 1,500 △65.7 200 △86.3 0.94

通期 163,500 △10.5 4,500 101.4 4,000 283.8 1,400 ― 6.60



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  有  
（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。 

(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 

 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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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 214,879,975株 21年3月期  214,879,975株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,736,721株 21年3月期  2,731,007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 212,147,144株 21年3月期第1四半期 212,179,630株



 当第１四半期におけるわが国経済は、在庫調整の進展による生産の回復など一部に持ち直しの動きが見られるも

のの、設備投資の減少や雇用情勢の悪化に加え、個人消費も低迷を続けるなど、総じて厳しい状況が継続しまし

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が、当第１四半期連結会計

期間の売上高は36,465百万円と前年同期比24.8%の減少となりました。 

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23百万円減の1,831百万円となり、経常利益は前年同期比516百万円減の1,937百万円となりました。当第１

四半期純利益は、税金費用の減少などにより前年同期比381百万円増の921百万円となりました。 

  

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大幅な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、自動車の販売不振の影響を受け、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。 

 電子産業向けファインガラスにつきましては、液晶関連製品の減少などにより、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17,670百万円（前年同期比29.6%減）となり、1,435百万円の営業損失（前年同期比31百

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、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。 

 ファインケミカルにつきましては、医薬関連製品の売上は堅調に推移しましたが、半導体、液晶関連産業向け特殊

ガス製品や半導体リソグラフィー関連製品等の出荷が低調に推移しましたため、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、７月から始まる平成２１肥料年度の価格改定での値下げを予想した買い控えの影響により、

売上高は前年同期を下回りました。 

 ガラス繊維につきましては、自動車分野及び電子・電気部品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。 

 以上化成品事業の売上高は18,794百万円（前年同期比19.7%減）となり、営業利益は3,282百万円（前年同期比39百

万円増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は220,845百万円となり、平成21年3月末に比較しまして446百万円増加しま

した。資産増減の主なものは、流動資産は、受取手形及び売掛金の減少などにより1,719百万円減少し、固定資産は

投資有価証券の時価の増加などにより2,166百万円増加しました。負債は合計で3,976百万円減少しました。 

 純資産は113,197百万円となり、自己資本比率は、1.9%増加し51.1%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21年3月末に比較し2,763百万円増加の

16,212百万円となりました。 

（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4,684百万円（前年同期比

1,312百万円の減少）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2,405 百万円（前年同期比125百万円

の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の増加などにより291百万円（前年同期比1,116百万円の増加）とな

りました。 

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



  

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21年5月15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。 

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理）  

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  

 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末の貸倒実績率等が前連結会計年度

末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般

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  

 一部の連結子会社は、法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算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、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

⑤工事原価総額の見積方法 

 工事原価総額の見積りに当たって、当第１四半期連結会計期間末における工事原価総額が、前連結会計年

度末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約を除き、前連結会計年度末

に見積った工事原価総額を、当第１四半期連結会計期間末における工事原価総額の見積額としております。

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）  

①税金費用の計算  

 当社の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。        

 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．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



  完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間の期首に存在する工事契約を含む工事契約において工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用

し、その他の工事で当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につい

ては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。  

      これにより、売上高は182百万円増加し、営業利益、経常利益は10百万円減少し、税金等調整前四半期純利益 

は43百万円増加しております。 

       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）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



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30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31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,372 13,603

受取手形及び売掛金 35,674 38,935

商品及び製品 23,917 23,344

仕掛品 1,157 2,090

原材料及び貯蔵品 10,201 11,144

その他 4,096 4,118

貸倒引当金 △430 △527

流動資産合計 90,989 92,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,027 24,714

機械装置及び運搬具（純額） 31,793 32,296

土地 23,969 23,957

建設仮勘定 5,569 5,911

その他（純額） 2,919 3,025

有形固定資産合計 89,280 89,906

無形固定資産   

のれん 928 929

その他 2,539 2,663

無形固定資産合計 3,467 3,593

投資その他の資産   

投資有価証券 31,656 26,464

その他 6,043 8,235

貸倒引当金 △592 △510

投資その他の資産合計 37,108 34,189

固定資産合計 129,855 127,689

資産合計 220,845 220,398



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,146 17,455

短期借入金 34,067 32,479

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 1,008 971

賞与引当金 359 1,300

工事損失引当金 7 －

その他 16,795 15,955

流動負債合計 84,385 88,162

固定負債   

社債 400 400

長期借入金 3,956 4,108

退職給付引当金 10,095 10,249

役員退職慰労引当金 105 196

特別修繕引当金 7,757 7,566

環境対策引当金 180 180

その他 765 758

固定負債合計 23,261 23,460

負債合計 107,647 111,623

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 84,689 84,806

自己株式 △1,696 △1,694

株主資本合計 109,279 109,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,554 2,864

繰延ヘッジ損益 148 △77

為替換算調整勘定 △3,175 △3,788

評価・換算差額等合計 3,528 △1,001

少数株主持分 390 378

純資産合計 113,197 108,775

負債純資産合計 220,845 220,398



（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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 48,485 36,465

売上原価 36,700 26,230

売上総利益 11,784 10,234

販売費及び一般管理費 9,929 8,402

営業利益 1,855 1,831

営業外収益   

受取利息 6 3

受取配当金 360 197

為替差益 335 －

貯蔵品売却益 － 209

助成金収入 － 223

その他 450 231

営業外収益合計 1,153 866

営業外費用   

支払利息 171 160

為替差損 － 106

持分法による投資損失 63 194

その他 320 299

営業外費用合計 555 760

経常利益 2,453 1,937

特別利益   

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 54

固定資産売却益 － 44

貸倒引当金戻入額 － 19

事業構造改善引当金戻入額 34 －

特別利益合計 34 118

特別損失   

投資有価証券評価損 － 283

減損損失 217 －

特別損失合計 217 283

税金等調整前四半期純利益 2,270 1,772

法人税等 1,691 849

少数株主利益 39 1

四半期純利益 539 921



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 1,772

減価償却費 3,165 3,163

減損損失 217 －

のれん償却額 95 62

引当金の増減額（△は減少） △1,103 △1,053

受取利息及び受取配当金 △367 △200

支払利息 171 160

持分法による投資損益（△は益） 63 194

投資有価証券評価損益（△は益） － 283

固定資産売却損益（△は益） 105 △43

固定資産廃棄損 － 70

売上債権の増減額（△は増加） 578 3,439

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,947 1,553

仕入債務の増減額（△は減少） 458 △5,404

未払消費税等の増減額（△は減少） 454 162

未払費用の増減額（△は減少） 2,583 1,561

その他 △60 △171

小計 6,685 5,548

利息及び配当金の受取額 367 200

利息の支払額 △171 △171

法人税等の支払額 △884 △893

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,997 4,684

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 △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 △2,337

有形固定資産の売却による収入 4 73

投資有価証券の取得による支出 △344 △1

投資有価証券の売却による収入 0 0

その他 △184 △141

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,531 △2,405

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 1,351

長期借入金の返済による支出 △217 △209

自己株式の取得による支出 △2 △2

配当金の支払額 △1,273 △848

少数株主への配当金の支払額 △5 －

その他 25 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △825 291

現金及び現金同等物に係る換算差額 △131 69

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,508 2,639

現金及び現金同等物の期首残高 12,304 13,449

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 123

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,813 16,212



 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （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 

   （完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

    「定性的情報・財務諸表等」４．（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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、ガラス事業で売上高は182百万円、営業損失は10百万円

増加しております。 

  

（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

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

  
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  17,670  18,794  36,465  －  36,465

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 706  439  1,145  (1,145)  －

計  18,376  19,234  37,611  (1,145)  36,465

営業利益又は営業損失（△）  △1,435  3,282  1,846  (15)  1,831



前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （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 

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

   「定性的情報・財務諸表等」４．（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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、日本で売上高は182百万円増加し、営業利益は10百万円減

少しております。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
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

  
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  33,498  2,966  36,465  －  36,465

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 470  161  632  (632)  －

計  33,969  3,128  37,097  (632)  36,465

営業利益又は営業損失（△）  2,130  △319  1,810  (△21)  1,831



 前第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） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （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、韓国、中国、フィリピン、シンガポール等 

(3)欧州……………イギリス、イタリア、スイス、オランダ等 

(4)その他の地域…アルゼンチン等 

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。 

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  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

  北米 アジア 欧州 
その他 
の地域 

計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,701  1,568  3,467  420  9,157

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  36,465

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 10.1  4.3  9.5  1.2  25.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（持分法適用関連会社株式の売却） 

（１）売却の旨、時期及び理由、売却する相手会社の名称 

当社は持分法適用関連会社であるアルバック成膜株式会社の保有全株式を、平成２１年７月３１日付けで株式会

社アルバック及び稲畑産業株式会社へ売却致しました。これはクロム成膜事業縮小により事業の見直しを行った事

によるものであります。 

（２）当該関連会社の名称、事業内容 

①名称        アルバック成膜株式会社 

②事業の内容     薄膜関連製品の製造、販売 

（３）売却した株式数、売却価額、売却損益、売却後の持分比率 

①売却株式数     163,800株 

②売却価額        2,337百万円  

③売却損益      この売却により、第２四半期連結会計期間に売却益が計上される見込みです。 

④売却後の持分比率      0％ 

  

６．その他の情報

〔重要な後発事象〕
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