
平成２１年１０月３０日 

各 位 

 会 社 名 旭硝子株式会社 

 代表者名 代表取締役社長執行役員 石村和彦 

  （コード番号 ５２０１ 東証第１部） 

 問合せ先 広報・ＩＲ室長 上田敏裕 

  （ＴＥＬ．０３－３２１８－５５０９） 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成２１年１２月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成２１年８月５日に公表しました「平成２１年１２月期 第２四半期決算短信」に一部誤りがあ

りましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 

記 

 

訂正箇所（下線で表示） 

１１ページ 

定性的情報・財務諸表等 

５．四半期連結財務諸表 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

（訂正前） 

（単位：百万円） 

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日)

（前略） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △48,566

長期借入れによる収入 120,792

長期借入金の返済による支出 △47,068

社債の発行による収入 72,464

社債の償還による支出 △8,137

自己株式の取得による支出 △49

配当金の支払額 △14,011

その他 △1,135

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,287

（後略） 

 

(財)財務会計基準機構会員 



 

（訂正後） 

（単位：百万円） 

  

当第２四半期連結累計期間

(自 平成 21 年１月１日 

 至 平成 21 年６月 30 日)

（前略） 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △88,566

長期借入れによる収入 120,792

長期借入金の返済による支出 △7,068

社債の発行による収入 72,464

社債の償還による支出 △8,137

自己株式の取得による支出 △49

配当金の支払額 △14,011

その他 △1,135

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,287

（後略） 

 

 

以 上  



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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 81,970 83,774

受取手形及び売掛金 207,132 208,599

有価証券 28,000 －

商品及び製品 91,075 106,800

仕掛品 41,495 49,575

原材料及び貯蔵品 71,269 70,730

その他 67,721 78,399

貸倒引当金 △5,910 △5,175

流動資産合計 582,753 592,704

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 543,572 524,936

減価償却累計額 △292,684 △276,435

建物及び構築物（純額） 250,887 248,500

機械装置及び運搬具 1,493,587 1,414,191

減価償却累計額 △1,019,345 △946,697

機械装置及び運搬具（純額） 474,241 467,494

その他 99,992 96,758

減価償却累計額 △83,823 △80,715

その他（純額） 16,168 16,042

土地 89,868 94,764

建設仮勘定 139,587 131,786

有形固定資産合計 970,753 958,588

無形固定資産   

のれん 16,579 19,476

その他 21,828 21,699

無形固定資産合計 38,408 41,175

投資その他の資産   

投資有価証券 197,974 172,791

その他 59,146 69,394

貸倒引当金 △2,729 △1,807

投資その他の資産合計 254,391 240,377

固定資産合計 1,263,553 1,240,142

資産合計 1,846,307 1,832,846



（単位：百万円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 110,828 165,394

短期借入金 158,697 210,855

コマーシャル・ペーパー 6,297 35,562

1年内償還予定の社債 38,141 43,994

未払法人税等 12,260 10,573

引当金 16,199 25,602

その他 124,056 139,541

流動負債合計 466,482 631,524

固定負債   

社債 165,292 95,593

長期借入金 328,979 211,605

退職給付引当金 64,083 59,784

特別修繕引当金 11,386 18,747

その他の引当金 5,917 5,441

その他 26,200 29,284

固定負債合計 601,859 420,457

負債合計 1,068,342 1,051,982

純資産の部   

株主資本   

資本金 90,873 90,873

資本剰余金 96,961 96,961

利益剰余金 616,084 660,237

自己株式 △21,120 △21,140

株主資本合計 782,799 826,932

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,070 25,328

繰延ヘッジ損益 △1,584 △3,805

土地再評価差額金 － 62

為替換算調整勘定 △96,652 △118,142

評価・換算差額等合計 △55,166 △96,556

新株予約権 669 672

少数株主持分 49,662 49,815

純資産合計 777,965 780,864

負債純資産合計 1,846,307 1,832,846



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 516,527

売上原価 393,709

売上総利益 122,818

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 23,763

給料手当及び賞与 32,169

退職給付引当金繰入額 2,979

研究開発費 22,199

その他 34,247

販売費及び一般管理費合計 115,358

営業利益 7,459

営業外収益  

受取利息 971

受取配当金 1,858

為替差益 4,933

その他 5,811

営業外収益合計 13,574

営業外費用  

支払利息 5,772

持分法による投資損失 794

その他 5,221

営業外費用合計 11,788

経常利益 9,245

特別利益  

固定資産売却益 195

事業構造改善引当金戻入額 172

その他 134

特別利益合計 502

特別損失  

固定資産除却損 2,643

減損損失 9,624

事業構造改善費用 18,285

その他 1,649

特別損失合計 32,203

税金等調整前四半期純損失（△） △22,454

法人税等 1,640

少数株主損失（△） △1,882

四半期純損失（△） △22,213



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 280,210

売上原価 208,041

売上総利益 72,169

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 12,157

給料手当及び賞与 16,512

退職給付引当金繰入額 1,301

研究開発費 11,194

その他 17,588

販売費及び一般管理費合計 58,754

営業利益 13,414

営業外収益  

受取利息 427

受取配当金 1,607

為替差益 5,758

その他 3,891

営業外収益合計 11,684

営業外費用  

支払利息 2,792

持分法による投資損失 400

その他 2,062

営業外費用合計 5,255

経常利益 19,843

特別利益  

固定資産売却益 115

事業構造改善引当金戻入額 172

その他 134

特別利益合計 422

特別損失  

固定資産除却損 879

減損損失 9,624

事業構造改善費用 16,125

その他 746

特別損失合計 27,375

税金等調整前四半期純損失（△） △7,109

法人税等 4,328

少数株主損失（△） △3,216

四半期純損失（△） △8,222



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △22,454

減価償却費 64,931

減損損失 9,624

のれん償却額 746

引当金の増減額（△は減少） △10,553

受取利息及び受取配当金 △2,830

支払利息 5,772

為替差損益（△は益） △5,398

持分法による投資損益（△は益） 794

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 691

固定資産除売却損益（△は益） 2,447

売上債権の増減額（△は増加） 7,271

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,282

仕入債務の増減額（△は減少） △58,293

その他 10,542

小計 32,575

利息及び配当金の受取額 3,810

利息の支払額 △5,165

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,572

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,793

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 △15,411

定期預金の払戻による収入 23,165

固定資産の取得による支出 △77,811

固定資産の売却による収入 710

投資有価証券の取得による支出 △165

投資有価証券の売却及び償還による収入 172

その他 △4,498

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,836

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

△88,566

長期借入れによる収入 120,792

長期借入金の返済による支出 △7,068

社債の発行による収入 72,464

社債の償還による支出 △8,137

自己株式の取得による支出 △49

配当金の支払額 △14,011

その他 △1,135

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,287

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 34,958

現金及び現金同等物の期首残高 59,772

現金及び現金同等物の四半期末残高 94,731




