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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 112,741 △22.4 3,076 △40.3 2,233 △50.3 854 3.8
21年3月期第3四半期 145,292 ― 5,153 ― 4,493 ― 822 ―

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3四半期 4.03 3.61
21年3月期第3四半期 3.88 3.47

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3四半期 219,914 111,938 50.7 525.69
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3四半期  111,493百万円 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  
 

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  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

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3四半期 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3四半期  2,790,817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3四半期 212,143,483株 21年3月期第3四半期 212,170,640株



当第３四半期におけるわが国経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加など、持ち直しの動きが見られるもの

の、自律性に乏しく、設備投資の低迷や雇用情勢の悪化が続く中、デフレの進行懸念もあり、依然として予断を許

さない、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３四半期連結累計

期間の売上高は112,741百万円と前年同期比22.4%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2,076百万円減の3,076百万円となり、経常利益は前年同期比2,260百万円減の2,233百万円となりました。

四半期純利益は、税金費用の減少などにより、前年同期比31百万円増の854百万円となりました。 

  

  

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国内の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、各国の景気刺激策により自動車の販売は回復基調にあるものの、第２

四半期までの出荷が低調に推移した影響が大きく、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56,440百万円（前年同期比27.1%減）となり、3,019百万円の営業損失（前年同期比320

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、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な

どの出荷は回復基調にあるものの、第２四半期までの販売が低調に推移した影響から、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、住宅関連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。 

 以上化成品事業の売上高は56,300百万円（前年同期比17.0%減）となり、営業利益は6,084百万円（前年同期比

2,397百万円の減少）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は219,914百万円となり、平成21年3月末に比較しまして484百万円減少しま

した。資産増減の主なものは、流動資産は、現金及び預金や、受取手形及び売掛金の増加などにより2,674百万円増

加し、固定資産は有形固定資産の減少などにより3,159百万円減少しました。負債は合計で3,647百万円減少しまし

た。 

 純資産は111,938百万円となり、自己資本比率は、1.5%増加し50.7%となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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5,373百万円増加の

18,822百万円となりました。 

（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13,675百万円（前年同期比

3,777百万円の増加）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

3,800百万円（前年同期比8,048百万円の減少）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4,659百万円（前年同期比8,590百万円の増加）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３四半期につきましては、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11月12日に公表いたし

ました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３四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３四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３四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３四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） 

 税金費用の計算 

当社の税金費用については、当第３四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３四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、当第３四半期連結累計期間の売上高は482百万円、営業利益、経常利益は18百万円、税金等調

整前四半期純利益は72百万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３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 18,977 13,603 

受取手形及び売掛金 40,289 38,935 

商品及び製品 22,775 23,344 

仕掛品 1,366 2,090 

原材料及び貯蔵品 8,590 11,144 

その他 3,620 4,118 

貸倒引当金 △235 △527 

流動資産合計 95,384 92,709 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,468 24,714 

機械装置及び運搬具（純額） 32,407 32,296 

土地 23,866 23,957 

建設仮勘定 1,543 5,911 

その他（純額） 2,668 3,025 

有形固定資産合計 85,954 89,906 

無形固定資産   

のれん 824 929 

その他 2,302 2,663 

無形固定資産合計 3,127 3,593 

投資その他の資産   

投資有価証券 30,136 26,464 

その他 5,887 8,235 

貸倒引当金 △576 △510 

投資その他の資産合計 35,448 34,189 

固定資産合計 124,529 127,689 

資産合計 219,914 220,398 



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31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 16,391 17,455 

短期借入金 29,909 32,479 

1年内償還予定の社債 20,000 20,000 

未払法人税等 1,609 971 

賞与引当金 344 1,300 

工事損失引当金 11 － 

その他 17,678 15,955 

流動負債合計 85,944 88,162 

固定負債   

社債 400 400 

長期借入金 3,561 4,108 

退職給付引当金 9,321 10,249 

役員退職慰労引当金 106 196 

特別修繕引当金 7,886 7,566 

環境対策引当金 180 180 

その他 574 758 

固定負債合計 22,031 23,460 

負債合計 107,975 111,623 

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 83,985 84,806 

自己株式 △1,714 △1,694 

株主資本合計 108,556 109,397 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,544 2,864 

繰延ヘッジ損益 △9 △77 

為替換算調整勘定 △3,597 △3,788 

評価・換算差額等合計 2,936 △1,001 

少数株主持分 445 378 

純資産合計 111,938 108,775 

負債純資産合計 219,914 220,398 



（２）四半期連結損益計算書 
 （第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 145,292 112,741 

売上原価 110,857 84,935 

売上総利益 34,435 27,805 

販売費及び一般管理費 29,281 24,728 

営業利益 5,153 3,076 

営業外収益   

受取利息 41 8 

受取配当金 645 336 

貯蔵品売却益 － 570 

その他 1,674 1,035 

営業外収益合計 2,361 1,950 

営業外費用   

支払利息 517 404 

製造休止損失 － 1,151 

為替差損 － 138 

持分法による投資損失 347 172 

その他 2,156 927 

営業外費用合計 3,021 2,794 

経常利益 4,493 2,233 

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 － 41 

投資有価証券売却益 8 631 

貸倒引当金戻入額 － 210 

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 141 938 

特別損失   

固定資産売却損 － 6 

投資有価証券売却損 2 － 

投資有価証券評価損 734 368 

ゴルフ会員権評価損 3 8 

減損損失 220 59 

その他 154 － 

特別損失合計 1,116 443 

税金等調整前四半期純利益 3,518 2,728 

法人税等 2,598 1,798 

少数株主利益 97 75 

四半期純利益 822 854 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31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 3,518 2,728 

減価償却費 10,509 10,344 

減損損失 220 59 

のれん償却額 290 191 

引当金の増減額（△は減少） △1,513 △1,912 

受取利息及び受取配当金 △686 △344 

支払利息 517 404 

持分法による投資損益（△は益） 347 172 

投資有価証券評価損益（△は益） 734 368 

投資有価証券売却損益（△は益） △5 △631 

固定資産売却損益（△は益） 0 △38 

固定資産廃棄損 514 455 

ゴルフ会員権評価損 3 8 

売上債権の増減額（△は増加） 1,106 △1,261 

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,167 3,911 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,046 △999 

未払消費税等の増減額（△は減少） 375 176 

未払費用の増減額（△は減少） 229 671 

その他 647 730 

小計 11,690 15,035 

利息及び配当金の受取額 686 344 

利息の支払額 △504 △450 

法人税等の支払額 △1,975 △1,254 

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,897 13,675 

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 △145 △140 

定期預金の払戻による収入 25 140 

有形固定資産の取得による支出 △10,304 △5,462 

有形固定資産の売却による収入 51 78 

投資有価証券の取得による支出 △455 △293 

投資有価証券の売却による収入 262 2,338 

その他 △1,281 △460 

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,848 △3,800 



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31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） 6,280 687 

長期借入れによる収入 842 － 

長期借入金の返済による支出 △579 △3,824 

自己株式の取得による支出 △16 △22 

配当金の支払額 △2,546 △1,485 

少数株主への配当金の支払額 △54 △14 

その他 5 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,930 △4,659 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △173 34 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,806 5,249 

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 14,111 18,822 



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

（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３四半期連結累計期間の売上高は482

百万円増加し、営業損失は18百万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  77,467  67,825  145,292  －  145,292

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 4,584  1,934  6,518  (6,518)  －

計  82,051  69,759  151,810  (6,518)  145,292

営業利益又は営業損失（△）  △3,339  8,481  5,141  (△11)  5,153

  
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       56,440  56,300  112,741  －  112,741

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,610  1,078  2,688  (2,688)  －

計  58,050  57,379  115,429  (2,688)  112,741

営業利益又は営業損失（△）  △3,019  6,084  3,064  (△12)  3,076



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間 

 （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、日本で当第３四半期連結累計期間の売上高は482百万

円、営業利益は18百万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  130,117  15,175  145,292  －  145,292

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,858  258  2,117  (2,117)  －

計  131,975  15,434  147,410  (2,117)  145,292

営業利益  4,648  583  5,232  (78)  5,153

  
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  103,287  9,454  112,741  －  112,741

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,509  479  1,988  (1,988)  －

計  104,796  9,933  114,730  (1,988)  112,741

営業利益又は営業損失（△）  3,674  △614  3,060  (△16)  3,076



前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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、中国、韓国、タイ等 

(3)欧州……………イギリス、イタリア、ドイツ、オランダ、ベルギー等 

(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）  15,558  7,269  10,627  1,180  34,635

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  145,292

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 10.7  5.0  7.3  0.8  23.8

  北米 アジア 欧州 
その他 
の地域 

計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,992  5,783  9,366  972  27,115

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  112,741

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.8  5.1  8.3  0.9  24.1

（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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