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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 72,348 △27.2 1,317 △67.1 442 △89.9 △451 ―

21年3月期第2四半期 99,338 ― 4,007 ― 4,376 ― 1,456 ―

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2四半期 △2.13 ―

21年3月期第2四半期 6.86 6.15

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2四半期 214,790 110,973 51.5 521.25
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2四半期  110,578百万円 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  有  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 6.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 156,000 △14.6 4,000 79.0 2,300 120.7 700 ― 3.30



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2四半期 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2四半期  2,739,026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2四半期 212,144,868株 21年3月期第2四半期 212,175,146株



当第２四半期におけるわが国経済は、経済対策の効果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、設備投資が大幅に減少し、雇用情勢も悪化するなど、引き続き厳しい状況で推移しました。 

 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２四半期連結累

計期間の売上高は72,348百万円と前年同期比27.2%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2,689百万円減の1,317百万円となり、経常利益は前年同期比3,934百万円減の442百万円となりまし

た。四半期純損失は451百万円となりました。 

  

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36,201百万円（前年同期比32.0%減）となり、2,562百万円の営業損失（前年同期比

136百万円の改善）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、医薬関連製品の出荷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、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。 

 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36,146百万円（前年同期比21.6%減）となり、営業利益は3,870百万円（前年同期比

2,827百万円の減少）となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は214,790百万円となり、平成21年3月末に比較しまして5,608百万円減少し

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3,903百万円減少し、固定資産

は有形固定資産の減少などにより1,704百万円減少しました。負債は合計で7,807百万円減少しました。 

 純資産は110,973百万円となり、自己資本比率は、2.3%増加し51.5%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末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3,264百万円増加の

16,714百万円となりました。 

（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、減価償却費などにより9,023百万円（前年同期比993百万円の減少）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や投資有価証券の売却による収入などにより

2,302百万円（前年同期比5,954百万円の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済などにより3,682百万円（前年同期比3,619百万円の増加）

となりました。 

今後の見通しにつきましては、設備や雇用に過剰感が残るなか、経済対策効果の持続性にも不透明感があり、当

社グループを取り巻く環境は予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 当社グループといたしましては、生産販売体制の強化と原価低減の推進など経営全般にわたる効率化を進め、基

幹事業における構造改革を推進するとともに、研究開発及び技術開発を強化し、成長分野への経営資源の重点的な

投入を行い、グループ企業力の強化に努めてまいります。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報



通期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間までの業績進捗状況を踏まえ、平成21年5月15日に公表

いたしました通期の業績予想を修正し、以下のとおり見込んでおります。 

            売上高        1,560 億円 

            営業利益         40 億円 

            経常利益         23 億円 

            当期純利益            7 億円 

 注） 通期業績の見通しにおける下期の前提条件につきましては、為替レートを90円/USドル、原油価格をCIF 77ドル/

バレルとしております。 

  

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２四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２四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２四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２四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２四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。 

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）を第１四半期連結会計期間より適用し、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２四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320百万円、営業利益、経常利益は6百万円、税金等調整前四半期純利益は61百万円そ

れぞれ増加しております。 

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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 16,875 13,603 

受取手形及び売掛金 35,318 38,935 

商品及び製品 23,665 23,344 

仕掛品 1,318 2,090 

原材料及び貯蔵品 8,708 11,144 

その他 3,307 4,118 

貸倒引当金 △387 △527 

流動資産合計 88,805 92,709 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,259 24,714 

機械装置及び運搬具（純額） 32,556 32,296 

土地 23,902 23,957 

建設仮勘定 3,294 5,911 

その他（純額） 2,804 3,025 

有形固定資産合計 87,817 89,906 

無形固定資産   

のれん 982 929 

その他 2,454 2,663 

無形固定資産合計 3,437 3,593 

投資その他の資産   

投資有価証券 28,852 26,464 

その他 6,467 8,235 

貸倒引当金 △590 △510 

投資その他の資産合計 34,729 34,189 

固定資産合計 125,984 127,689 

資産合計 214,790 220,398 



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 13,575 17,455 

短期借入金 30,234 32,479 

1年内償還予定の社債 20,000 20,000 

未払法人税等 1,532 971 

賞与引当金 1,310 1,300 

工事損失引当金 11 － 

その他 14,699 15,955 

流動負債合計 81,364 88,162 

固定負債   

社債 400 400 

長期借入金 3,830 4,108 

退職給付引当金 9,570 10,249 

役員退職慰労引当金 105 196 

特別修繕引当金 7,711 7,566 

環境対策引当金 180 180 

その他 652 758 

固定負債合計 22,451 23,460 

負債合計 103,816 111,623 

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 83,316 84,806 

自己株式 △1,696 △1,694 

株主資本合計 107,905 109,397 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,714 2,864 

繰延ヘッジ損益 50 △77 

為替換算調整勘定 △3,091 △3,788 

評価・換算差額等合計 2,673 △1,001 

少数株主持分 394 378 

純資産合計 110,973 108,775 

負債純資産合計 214,790 220,398 



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 99,338 72,348 

売上原価 75,382 54,767 

売上総利益 23,955 17,580 

販売費及び一般管理費 19,947 16,262 

営業利益 4,007 1,317 

営業外収益   

受取利息 36 7 

受取配当金 384 222 

貯蔵品売却益 － 347 

その他 1,139 803 

営業外収益合計 1,560 1,380 

営業外費用   

支払利息 343 288 

製造休止損失 － 888 

為替差損 － 355 

持分法による投資損失 157 187 

固定資産廃棄損 322 － 

その他 367 536 

営業外費用合計 1,191 2,256 

経常利益 4,376 442 

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 

投資有価証券売却益 8 631 

貸倒引当金戻入額 51 62 

事業構造改善引当金戻入額 34 － 

特別修繕引当金戻入額 99 － 

特別利益合計 193 794 

特別損失   

投資有価証券売却損 2 － 

投資有価証券評価損 24 290 

ゴルフ会員権評価損 2 8 

減損損失 218 59 

特別損失合計 248 358 

税金等調整前四半期純利益 4,321 877 

法人税等 2,794 1,315 

少数株主利益 71 13 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,456 △451 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９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 4,321 877 

減価償却費 6,616 6,647 

減損損失 218 59 

のれん償却額 190 141 

引当金の増減額（△は減少） △395 △718 

受取利息及び受取配当金 △421 △229 

支払利息 343 288 

持分法による投資損益（△は益） 157 187 

投資有価証券評価損益（△は益） 24 290 

投資有価証券売却損益（△は益） △5 △631 

固定資産売却損益（△は益） △4 △45 

固定資産廃棄損 322 213 

ゴルフ会員権評価損 2 8 

売上債権の増減額（△は増加） 2,331 3,816 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,595 3,153 

仕入債務の増減額（△は減少） △227 △3,997 

未払消費税等の増減額（△は減少） 339 126 

未払費用の増減額（△は減少） △310 △884 

その他 87 709 

小計 10,997 10,013 

利息及び配当金の受取額 421 229 

利息の支払額 △325 △328 

法人税等の支払額 △1,076 △890 

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,016 9,023 

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 △157 △146 

定期預金の払戻による収入 25 146 

有形固定資産の取得による支出 △6,992 △4,119 

有形固定資産の売却による収入 10 76 

投資有価証券の取得による支出 △347 △292 

投資有価証券の売却による収入 262 2,338 

その他 △1,058 △305 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,257 △2,302 



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

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） 649 816 

長期借入れによる収入 955 － 

長期借入金の返済による支出 △362 △3,631 

自己株式の取得による支出 △11 △3 

配当金の支払額 △1,273 △848 

少数株主への配当金の支払額 △23 △14 

その他 2 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △62 △3,682 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △57 102 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,639 3,141 

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 13,944 16,714 



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

当第２四半期連結累計期間 

（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、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、ガラス事業で当第２四半期連結累計期間の売上高は320

百万円増加し、営業損失は6百万円減少しております。 

（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  53,245  46,092  99,338  －  99,338

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,467  1,314  4,781  (4,781)  －

計  56,712  47,407  104,119  (4,781)  99,338

営業利益又は営業損失（△）  △2,698  6,698  3,999  (△8)  4,007

  
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  36,201  36,146  72,348  －  72,348

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,028  715  1,743  (1,743)  －

計  37,229  36,862  74,092  (1,743)  72,348

営業利益又は営業損失（△）  △2,562  3,870  1,307  (△10)  1,317



  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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．会計処理の方法の変更 

当第２四半期連結累計期間 

 （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）に記載の通り、第１四半期結会計期間より「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、日本で当第２四半期連結累計期間の売上高は320百万

円、営業利益は6百万円増加しております。 

〔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  88,799  10,539  99,338  －  99,338

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,544  140  1,685  (1,685)  －

計  90,343  10,679  101,023  (1,685)  99,338

営業利益  3,577  427  4,004  (△2)  4,007

  
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  66,041  6,307  72,348  －  72,348

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 984  322  1,307  (1,307)  －

計  67,025  6,629  73,655  (1,307)  72,348

営業利益又は営業損失（△）  1,864  △579  1,285  (△32)  1,317



  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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、フィリピン等 

(3)欧州……………イギリス、イタリア、オランダ、ドイツ、スイス等 

(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）  10,506  5,663  7,040  1,062  24,273

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  99,338

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 10.6  5.7  7.1  1.0  24.4

  北米 アジア 欧州 
その他 
の地域 

計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,139  3,531  6,464  653  17,788

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  72,348

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.9  4.9  8.9  0.9  24.6

（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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