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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 154,623 △15.3 3,381 51.3 2,447 134.9 466 ―

21年3月期 182,584 △5.5 2,234 △76.6 1,042 △89.4 △3,897 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 2.20 ― 0.4 1.1 2.2
21年3月期 △18.37 ― △3.4 0.5 1.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △162百万円 21年3月期  △687百万円

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 215,507 112,179 51.9 526.99
21年3月期 220,398 108,775 49.2 510.94

（参考） 自己資本   22年3月期  111,748百万円 21年3月期  108,396百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 19,410 △6,837 △7,080 19,120
21年3月期 10,991 △16,486 7,039 13,449

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00 2,123 ― 1.8
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,273 272.7 1.2

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

75,000 3.7 2,000 51.7 1,900 329.6 1,200 ― 5.66

通期 160,000 3.5 6,300 86.3 6,000 145.1 3,900 735.4 18.39



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、１９ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、２７ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  2,830,574株 21年3月期  2,731,007株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 97,476 △13.0 3,152 164.0 3,198 121.7 3,125 ―

21年3月期 111,990 △13.2 1,194 △85.1 1,443 △84.9 △1,464 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 14.72 ―

21年3月期 △6.90 ―

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 198,024 109,668 55.4 516.80
21年3月期 198,805 103,847 52.2 489.14

（参考） 自己資本 22年3月期  109,668百万円 21年3月期  103,847百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページを参照してください。 

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 
累計期間

48,000 2.3 1,900 13.6 2,200 66.1 1,400 △31.2 6.60

通期 100,500 3.1 4,600 45.9 5,200 62.6 3,300 5.6 15.55



１．経営成績 

  

(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、経済対策効果による生産の回復やアジア向けを中心とした輸出の増加など

回復の動きも見られましたが、設備投資の低迷や雇用情勢の悪化などの懸念材料もあり、依然として厳しい状況で推

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、当期の売上高は154,623

百万円と前期比15.3%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結果、営業利益は前

期比1,146百万円増加の3,381百万円となり、経常利益は前期比1,405百万円増加の2,447百万円、当期純利益は466百

万円（前期比では、減損損失が大幅に減少したことなどから、4,364百万円の改善）となりました。  

  

②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、国内建築需要の低迷を受け出荷が低調に推移しましたため、売上高は前期を下回

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、タッチパネルや液晶関連製品で回復の動きが見られましたものの

第２四半期までの出荷が低調に推移した影響が大きく、売上高は前期を下回りました。  

 以上ガラス事業の売上高は、前期比20.1%減の77,144百万円となり、3,907百万円の営業損失（前期比2,276百万円

の改善）となりました。  

 

  

（化成品事業） 

  

 化学品につきましては、ソーダ灰や弗酸などの出荷が低調に推移しましたため、売上高は前期を下回りました。  

 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前期を下回りましたものの、半導体・液晶関連産業向け

特殊ガス製品の出荷が顧客の稼働率回復を受け回復基調にあることなどから、全体の売上高は前期を上回りました。

 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、自動車分野の出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前期を上回りました。  

 以上、化成品事業の売上高は、前期比9.9%減の77,479百万円となり、営業利益は7,280百万円（前期比1,127百万円

減）となりました。  

  

 

  

百万円 売上高 営業利益 

当 期  77,144  △3,907

前 期  96,570  △6,184

増減率 % △20.1  －

百万円 売上高 営業利益 

当 期  77,479  7,280

前 期  86,013  8,408

増減率 % △9.9 % △13.4



③次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、設備投資に下げ止まりの動きが見られるなど、当面、景気は持ち直しの傾向が続く

ものと予想される一方、デフレの影響などの景気下押しリスクもあり、当社グループを取り巻く環境は依然として楽

観の許されない状況が継続するものと予想されます。  

 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。  

  

  

 次期の業績の見通しは、以下のとおりであります。 

 なお、業績の見通しにおける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CIF82ドル／バレ

ルとしております。 

(2）財政状態に関する分析 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、215,507百万円となり、前期末に比較しまして4,890百万円減少しました。資産増減

の主なものは、流動資産は、たな卸資産が減少しましたが、現金及び預金の増加などにより、747百万円増加し、固

定資産は、有形固定資産の減少などにより、5,638百万円減少しました。負債は有利子負債の減少などにより、合計

で8,295百万円減少しました。  

 純資産は、3,404百万円増加し112,179百万円となり、自己資本比率は、2.7%増加し51.9%となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比較し5,670百万円増加の19,120百万円となり

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、税金等調整前当期純利益、減価償却費などにより、19,410百万円（前期比8,419

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などにより、6,837百万円（前期比9,648百万円の

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、社債の償還による支出などにより、7,080百万円（前期比14,119百万円の増加）

となりました。  

  

売上高 1,600億円

営業利益 63億円

経常利益 60億円

当期純利益 39億円

百万円 当  期 前  期 

営業活動によるキャッシュ・フロー  19,410  10,991

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,837  △16,486

財務活動によるキャッシュ・フロー  △7,080  7,039

換算差額  54  △399

増減  5,547  1,144

連結範囲変更に伴う増加額   123  －

現金及び現金同等物の期末残高  19,120  13,449



 なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は以下のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 （注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 （注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算定しております。 

 （注３）営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち借入金及び社債を対象としており

ます。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

    

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社の利益配分にあたりましては、企業体質の強化をはかるため、研究開発や設備投資など将来の事業展開のため

の内部留保の充実を考慮しつつ、長期的視点に立って業績に見合った安定的な配当を行うことを基本方針といたして

おります。  

 株主への利益還元につきましては、配当及び自己株式取得の合計額の連結利益に対する比率（株主総還元性向）の

30%以上の継続を目標といたします。  

 当期の期末配当金は、１株につき 3円とさせていただき、これにより年間の配当金は、中間配当金 3 円と合わせ

て１株当たり 6 円を予定しております。  

 また、次期（平成23年3月期）の配当につきましては、1株につき年間６円（中間３円、期末３円）を予定しており

ます。  

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業等において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが

あります。なお、当該事業等のリスクについては、当連結会計年度末日現在の判断によるものであり、また、当社グ

ループの事業上のリスクすべてを網羅しているものではありません。 

  

①販売市況の変動 

 建築・建材業界、自動車業界及び液晶・半導体業界の動向、それらに伴い変動する販売市況が、当社グループの経

営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②原材料価格の変動 

 当社グループの製品は重油等、市況変動の影響を受ける原材料を使用しています。その為、その市場価格の高騰

が、当社グループの経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③債権の貸倒れ 

 取引先の経営悪化等により売上債権等の回収が滞り、当社グループの経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

④為替の変動 

 ファインケミカル製品等、製品の一部を輸出しており、また重油等、原材料の一部を輸入しているため、為替の変

動によっては、当社グループの経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  
平成18年 

３月期 

平成19年 

３月期 

平成20年 

３月期 

平成21年 

３月期 

平成22年 

３月期 

自己資本比率（%）  50.3  51.7  52.5  49.2  51.9

時価ベースの自己資本比率（%）  59.2  67.3  35.1  28.2  45.5

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年） 
 2.8  2.6  2.5  5.2  2.7

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
 37.5  30.8  27.9  18.1  34.0



⑤その他 

 国内外の経済変動・需要動向、品質問題、知的財産権に関する問題、環境規制、特定の分野への依存、製造物責

任、海外事業活動、災害・事故、生産中断、金利変動、固定資産の価値下落等が、当社グループの経営成績と財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。 

  



２．企業集団の状況 
 

当社企業集団は、当社及び子会社44社、関連会社14社により構成されており、その主な事業内容は「ガラス事業」及

び「化成品事業」であります。 

 

事業系統図を示すと次の通りであります。 

 

販          売          先 

加工会社 

 

 

  

製造・販売会社 

 

 

 
 
製造・販売会社 

 

☆  連結子会社   

※  持分法適用会社 

☆三重硝子工業㈱ 

☆ｾﾝﾄﾗﾙｸﾞﾗｽﾓｼﾞｭｰﾙ㈱ 

☆ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽｱﾒﾘｶ,Inc. 

☆ﾉｰｽｳｴｽﾀﾝｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ,Inc. 

☆台湾信徳玻璃股份有限公司 

☆日本特殊硝子㈱ 

※裕盛工業股份有限公司 

☆セントラル化成㈱ 

☆セントラルグラスファイバー㈱ 

☆セントラルグラスウール㈱ 

☆ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ,Inc. 

☆ｼﾝｸｪｽﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ,Inc. 

☆ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽﾖｰﾛｯﾊﾟ Ltd. 

☆ｱﾎﾟﾛｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ Ltd. 

☆ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽｼﾞｬｰﾏﾆｰ GmbH 

※宇部吉野石膏㈱ 

※新潟吉野石膏㈱ 

※中央インシュレーション㈱ 

販売・加工・工事会社 

 

 

 

 

 

 

 
 
販売・物流会社 

 
 
 
 
 
販売会社 

☆セントラル硝子北海道㈱ 

☆セントラル硝子東北㈱ 

☆セントラル硝子工事㈱ 

☆セントラル硝子東京㈱ 

☆ｾﾝﾄﾗﾙ・ｻﾝｺ゙ ﾊ ﾝ゙㈱ 

☆セントラル硝子中部㈱ 

☆セントラル硝子関西㈱ 

☆㈱加儀商店 

☆㈱タカダ 

☆セントラル硝子九州㈱ 

☆㈱東商セントラル 

☆宇部商事㈱ 

☆双和運輸倉庫㈱ 

 

化

成

品

事

業 

ガ

ラ

ス

事

業 

製品の流れ 

原料・半製品等の流れ 

セントラル硝子㈱ 

☆セントラル合同肥料㈱ 

☆サングリーン㈱ 

☆基佳電子材料股份有限公司 



当連結会計年度において、連結子会社であったセントレックス関西㈱が㈱関西板ガラスセンター及びセントレックス中

国㈱を吸収合併し、セントラル硝子関西㈱となっています。セントラルガラスジャーマニーGmbH は重要性が増したため、

連結子会社の範囲に含めております。持分法適用会社であったアルバック成膜㈱については当社が所有する株式をすべて

売却したため連結の範囲から除外しております。 



３．経営方針 

  

(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、品質重視を基本とし、常に信頼される製品を提供し続けることにより、社会の発展に貢献するこ

とを目指しております。  

 事業活動においては、ガラス、化成品事業をコアビジネスとして、その事業基盤の安定化をはかるとともに、ファ

インケミカル、ファインガラスなど、高機能、高付加価値製品分野の拡充をはかり、収益力の向上と財務体質の強化

により、企業価値を増大させることを基本方針としております。  

 この方針のもと、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通じ、企業体質の変革をは

かるとともに研究開発力の強化と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。  

 また、レスポンシブル・ケアの方針に基づき、製品の開発から廃棄に至る全ライフサイクルにおける「環境・安

全・健康」を確保することにより、社会的責任を果たしてまいります。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

  当社グループは、平成20年度を初年度とする5ヵ年の中期経営計画を策定しておりますが、その方針は以下のとお

りであります。  

 ・ファインケミカル事業を基軸とした成長分野への経営資源の重点投入  

 ・販売価格是正と生産・加工・販売体制の再構築による基幹コモディティー事業の再生  

 ・アライアンス、海外事業展開によるコアビジネスの拡大  

 ・技術・研究開発力、現場力、内部統制体制の強化継続  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,603 19,278 

受取手形及び売掛金 38,935 40,591 

商品及び製品 23,344 21,048 

仕掛品 2,090 1,116 

原材料及び貯蔵品 11,144 8,288 

繰延税金資産 1,601 1,430 

その他 2,517 1,984 

貸倒引当金 △527 △280 

流動資産合計 92,709 93,456 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 84,606 87,014 

減価償却累計額 △59,891 △61,643 

建物及び構築物（純額） 24,714 25,371 

機械装置及び運搬具 198,129 202,615 

減価償却累計額 △165,833 △171,731 

機械装置及び運搬具（純額） 32,296 30,883 

土地 23,957 23,826 

建設仮勘定 5,911 1,044 

その他 20,206 20,461 

減価償却累計額 △17,181 △17,805 

その他（純額） 3,025 2,656 

有形固定資産合計 89,906 83,782 

無形固定資産   

のれん 929 773 

その他 2,663 2,174 

無形固定資産合計 3,593 2,948 

投資その他の資産   

投資有価証券 26,464 30,784 

長期貸付金 133 105 

繰延税金資産 4,777 1,653 

その他 3,324 3,231 

貸倒引当金 △510 △455 

投資その他の資産合計 34,189 35,320 

固定資産合計 127,689 122,050 

資産合計 220,398 215,507 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,455 15,290 

短期借入金 32,479 33,999 

1年内償還予定の社債 20,000 － 

未払法人税等 971 1,397 

未払費用 7,302 7,574 

繰延税金負債 9 － 

賞与引当金 1,300 1,337 

その他 8,644 8,058 

流動負債合計 88,162 67,657 

固定負債   

社債 400 400 

長期借入金 4,108 17,162 

繰延税金負債 137 39 

退職給付引当金 10,249 9,126 

役員退職慰労引当金 196 106 

特別修繕引当金 7,566 8,097 

環境対策引当金 180 180 

その他 620 556 

固定負債合計 23,460 35,669 

負債合計 111,623 103,327 

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 84,806 83,597 

自己株式 △1,694 △1,729 

株主資本合計 109,397 108,153 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,864 7,038 

繰延ヘッジ損益 △77 － 

為替換算調整勘定 △3,788 △3,443 

評価・換算差額等合計 △1,001 3,594 

少数株主持分 378 431 

純資産合計 108,775 112,179 

負債純資産合計 220,398 215,507 



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 182,584 154,623 

売上原価 142,529 117,629 

売上総利益 40,055 36,993 

販売費及び一般管理費 37,820 33,612 

営業利益 2,234 3,381 

営業外収益   

受取利息 48 13 

受取配当金 700 373 

為替差益 － 44 

受取賃貸料 457 389 

貯蔵品売却益 546 705 

その他 988 1,037 

営業外収益合計 2,741 2,563 

営業外費用   

支払利息 663 529 

製造休止損失 － 1,413 

固定資産廃棄損 940 649 

為替差損 186 － 

デリバティブ決済損 467 － 

持分法による投資損失 687 162 

貸倒引当金繰入額 － 23 

その他 987 720 

営業外費用合計 3,934 3,497 

経常利益 1,042 2,447 

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 － 56 

投資有価証券売却益 44 632 

貸倒引当金戻入額 － 174 

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 178 918 

特別損失   

固定資産売却損 － 6 

投資有価証券売却損 51 222 

投資有価証券評価損 718 355 

ゴルフ会員権評価損 4 8 

減損損失 2,214 74 

その他 318 － 

特別損失合計 3,307 667 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,086 2,698 

法人税、住民税及び事業税 1,543 1,644 

法人税等調整額 240 510 

法人税等合計 1,783 2,155 

少数株主利益 27 76 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,897 466 



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 18,168 18,168 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 18,168 18,168 

資本剰余金   

前期末残高 8,117 8,117 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,117 8,117 

利益剰余金   

前期末残高 92,226 84,806 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △969 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,546 △1,485 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,897 466 

連結範囲の変動 － △189 

自己株式の処分 △6 △1 

当期変動額合計 △6,450 △1,209 

当期末残高 84,806 83,597 

自己株式   

前期末残高 △1,689 △1,694 

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △38 

自己株式の処分 13 3 

当期変動額合計 △5 △34 

当期末残高 △1,694 △1,729 

株主資本合計   

前期末残高 116,823 109,397 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △969 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,546 △1,485 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,897 466 

連結範囲の変動 － △189 

自己株式の取得 △19 △38 

自己株式の処分 6 1 

当期変動額合計 △6,456 △1,243 

当期末残高 109,397 108,153 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,964 2,864 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,099 4,173 

当期変動額合計 △5,099 4,173 

当期末残高 2,864 7,038 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △4 △77 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △72 77 

当期変動額合計 △72 77 

当期末残高 △77 － 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,324 △3,788 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,463 344 

当期変動額合計 △2,463 344 

当期末残高 △3,788 △3,443 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,634 △1,001 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,636 4,595 

当期変動額合計 △7,636 4,595 

当期末残高 △1,001 3,594 

少数株主持分   

前期末残高 468 378 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △3 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86 53 

当期変動額合計 △86 53 

当期末残高 378 431 

純資産合計   

前期末残高 123,926 108,775 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △972 － 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,546 △1,485 

当期純利益又は当期純損失（△） △3,897 466 

連結範囲の変動 － △189 

自己株式の取得 △19 △38 

自己株式の処分 6 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,722 4,648 

当期変動額合計 △14,178 3,404 

当期末残高 108,775 112,179 



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,086 2,698 

減価償却費 13,942 14,123 

減損損失 2,214 74 

のれん償却額 262 258 

引当金の増減額（△は減少） 665 △988 

受取利息及び受取配当金 △749 △386 

支払利息 663 529 

持分法による投資損益（△は益） 687 162 

投資有価証券評価損益（△は益） 718 355 

投資有価証券売却損益（△は益） 7 △410 

固定資産売却損益（△は益） 3 △60 

固定資産廃棄損 940 649 

ゴルフ会員権評価損 4 8 

売上債権の増減額（△は増加） 7,565 △1,360 

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,772 6,253 

仕入債務の増減額（△は減少） △3,693 △2,124 

未払消費税等の増減額（△は減少） 268 315 

未払費用の増減額（△は減少） △1,974 267 

その他 85 519 

小計 12,753 20,885 

利息及び配当金の受取額 749 386 

利息の支払額 △608 △570 

法人税等の支払額 △1,902 △1,291 

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,991 19,410 

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 △134 △200 

定期預金の払戻による収入 35 200 

有形固定資産の取得による支出 △14,643 △8,254 

有形固定資産の売却による収入 72 157 

投資有価証券の取得による支出 △435 △614 

投資有価証券の売却による収入 304 2,635 

関係会社の整理による収入 3 － 

その他 △1,687 △762 

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,486 △6,837 



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３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） 8,861 543 

長期借入れによる収入 1,593 18,000 

長期借入金の返済による支出 △796 △4,068 

社債の償還による支出 － △20,000 

自己株式の取得による支出 △19 △38 

配当金の支払額 △2,546 △1,485 

少数株主への配当金の支払額 △59 △31 

その他 6 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,039 △7,080 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △399 54 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,144 5,547 

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期末残高 13,449 19,120 



継続企業の前提に関する注記  

 該当事項はありません。 

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(イ）連結子会社－－－30社（セントラル化成㈱   他29社） 

(ロ）非連結子会社－－14社（㈱セントラルサービス 他13社） 

 なお、上記非連結子会社の会社間取引等消去後の総資産額及び売上高並びに持分に見合う当期純損益及び利益剰余

金等の額はいずれも少額であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しておりま

す。 

当連結会計年度において、セントラルガラスジャーマニーGmbHは重要性が増したため、連結の範囲に含めており 

ます。 

また、連結子会社であったセントレックス関西㈱が㈱関西板ガラスセンター及びセントレックス中国㈱を吸収合併

し、セントラル硝子関西㈱に商号変更しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

(イ）非連結子会社及び関連会社に対する投資について、持分法を適用した会社は９社であります。 

関連会社－－－－９社（裕盛工業股份有限公司 他８社） 

(ロ）持分法を適用していない非連結子会社14社及び関連会社5社（宇部アンモニア工業㈲ 他4社）の持分に見合う当期

純損益及び利益剰余金等の額は、いずれも少額であり、当期連結純損益及び利益剰余金等に関して、連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないため持分法の適用範囲から除外しております。 

 当連結会計年度において、アルバック成膜㈱の保有全株式を売却したため、持分法適用の範囲から除外しており 

ます。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、セントラルガラスアメリカ,Inc.、ノースウェスタンインダストリーズ,Inc.、セントラルガラス

インターナショナル,Inc.、シンクェストラボラトリーズ,Inc.、セントラルガラスヨーロッパLtd.、台湾信徳玻璃股份

有限公司、基佳電子材料股份有限公司、アポロサイエンティフィックLtd.、セントラルガラス ジャーマニーGmbHの決

算日は12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、それぞれ12月31日現在の財務諸表を使用しております。  

  

４．会計処理基準に関する事項 

(イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの   決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法 

（一部連結子会社は総平均法）により算定） 

時価のないもの   移動平均法による原価法 

（一部連結子会社は総平均法による原価法） 

  

②デリバティブ      時価法 

  ③たな卸資産       主として総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）  

  

(ロ）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産      主として定率法 

（リース資産を除く）   ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法

を採用しております。 

  

②リース資産       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、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３

月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。  

  



(ハ）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 ……………  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額

を計上しております。 

  

②賞与引当金 ……………  従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき、当連結会計年度に負担す

べき金額を計上しております。但し、一部連結子会社は支給実績に基づく支給見込額を

計上する方法によっております。 

  

③退職給付引当金 ………  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。 

 なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

④役員退職慰労引当金 …  役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上

しております。なお、当社（セントラル硝子株式会社）は第92回定時株主総会（平成18

年６月29日開催）終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止しましたが、旧制度に

よる支給額が退任時まで確定しないため引当金として表示しております。 

  

⑤特別修繕引当金 ………  ガラス溶解炉等の定期的修繕費用の支出に備えるため、次回修繕の見積金額と次回修

繕までの稼働期間を勘案して計上しております。 

  

⑥環境対策引当金 ………  ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の処分に関する支出に備えるため、今後発生すると見

込まれる金額を計上しております。 

  

(ニ）重要な収益及び費用の計上基準 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度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契約については工事進行基準を適用

し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。 

なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっておりま

す。  

   

(ホ）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。  

 なお、在外子会社等の資産・負債・収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資

産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 

  

(ヘ）重要なヘッジ会計の処理方法 

①ヘッジ会計の方法 …………  繰延ヘッジ処理によっております。 

   

②ヘッジ手段とヘッジ対象 … ヘッジ手段：為替予約取引、コモディティ・スワップ取引 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務、燃料油 

  

③ヘッジ方針 …………………  当社経理部の管理のもとに、債権債務、実需の範囲内での取引に限定し、将来の

為替・燃料価格変動リスク回避のためのヘッジを目的としており、投機目的の取引

は行っておりません。 

  

④ヘッジ有効性評価の方法 …  ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場

変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とを四半期毎に比較し、両者の変動額等

を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。 

  

(ト）その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 …… 税抜方式によっております。 



  

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 

  

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 原則として５年間の均等償却を行っております。 

  

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

１．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）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度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、その他の工事で当連結会計年 

  度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510百万円、営業利益、経常利益は19百万円、税金等調整前当期純利益は74百万円それぞれ 

  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。 

  

２．「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用  

  当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年 

 7月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。   

表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

 営業外費用の「製造休止損失」は、前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営

業外費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。   

  なお、前連結会計年度における「製造休止損失」の金額は229百万円であります。 

  

［注記事項］ 

（連結貸借対照表関係） 

    前連結会計年度   当連結会計年度   

      百万円   百万円 

１．担保に供している資産         

  現金及び預金  4    6   

  投資有価証券  3,819    －   

  （担保付債務）         

  買掛金  2    4   

  長期借入金  3,239    －   

２．保証債務  1,692    1,615   



１．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

３．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。  

 当社グループは、事業用資産については事業の種類別セグメントを基礎とした事業の関連性により、また、遊休資産等

については個別物件単位でグルーピングを行っております。 

将来の使用が見込まれていない遊休の土地及び無形固定資産に関して、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（74百万円）として特別損失に計上しております。 

なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、土地については主として路線価による相続税評

価額に基づき、その他の資産についてはゼロ評価としております。  

  

（連結損益計算書関係）

    前連結会計年度   当連結会計年度   

      百万円   百万円 

  販売運賃及び諸掛  13,632    11,326   

  従業員給与等  9,496    8,624   

  賞与引当金繰入額  392    348   

  退職給付引当金繰入額  687    436   

  役員退職慰労引当金繰入額  4    2   

  研究開発費  4,413    4,643   

            

２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費  6,053    6,100   

場所 用途 種類 
減損損失 
（百万円） 

三重県志摩市 他   遊休資産 土地    71

山口県宇部市 遊休資産 
（無形固定資産） 

その他 
  3



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加52,239株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少20,875株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。   

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  214,879,975  －  －  214,879,975

合計  214,879,975  －  －  214,879,975

自己株式         

普通株式（注）１，２  2,699,643  52,239  20,875  2,731,007

合計  2,699,643  52,239  20,875  2,731,007

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年５月20日 

取締役会 
普通株式  1,273  6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式  1,272  6.00 平成20年９月30日 平成20年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月21日 

取締役会 
普通株式  848 利益剰余金   4.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日 



当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加104,573株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の株式数の減少5,006株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。   

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  次のとおり、決議を予定しております。  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  214,879,975  －  －  214,879,975

合計  214,879,975  －  －  214,879,975

自己株式         

普通株式（注）１，２  2,731,007  104,573  5,006  2,830,574

合計  2,731,007  104,573  5,006  2,830,574

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月21日 

取締役会 
普通株式  848  4.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日 

平成21年11月12日 

取締役会 
普通株式  636  3.00 平成21年９月30日 平成21年12月10日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月20日 

取締役会 
普通株式  636 利益剰余金   3.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  百万円 百万円

現金及び預金勘定  13,603  19,278

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △153  △158

現金及び現金同等物  13,449  19,120



セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

 最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  96,570  86,013  182,584  －  182,584

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 5,157  2,433  7,590 (7,590)  －

計  101,727  88,446  190,174  (7,590)  182,584

営業費用  107,912  80,038  187,951  (7,601)  180,349

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △6,184  8,408  2,223  (△10)  2,234

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
         

資産  104,534  116,204  220,738 (339)  220,398

減価償却費  6,186  7,755  13,942  －  13,942

減損損失   1,239  974  2,214  －  2,214

資本的支出  4,418  9,901  14,319  －  14,319

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  77,144  77,479  154,623  －  154,623

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 2,010  1,432  3,442 (3,442)  －

計  79,154  78,911  158,065  (3,442)  154,623

営業費用  83,062  71,630  154,692  (3,451)  151,241

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △3,907  7,280  3,372  (△8)  3,381

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失 

及び資本的支出 
         

資産  101,025  114,804  215,829 (322)  215,507

減価償却費  5,711  8,411  14,123     －  14,123

減損損失   69  5  74  －  74

資本的支出  3,545  4,710  8,255     －  8,255



    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．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費

用はありません。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありませ

ん。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用に係る償却費及び支出額が含まれております。 

６．会計方針の変更 

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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、当連結会計年度については、ガラス事業で売上高が510百

万円増加し、営業損失が19百万円減少しております。 



 最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費

用はありません。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありませ

ん。 

５．会計方針の変更  

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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、当連結会計年度については、日本で売上高が510百万円、

営業利益が19百万円それぞれ増加しております。 

２．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  166,286  16,297  182,584  －  182,584

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 2,042  283  2,326 (2,326)  －

計  168,329  16,581  184,910  (2,326)  182,584

営業費用  166,104  16,578  182,683  (2,333)  180,349

営業利益  2,224  3  2,227  (△6)  2,234

Ⅱ 資産  225,498  13,451  238,950  (18,551)  220,398

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益           

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  141,068  13,554  154,623 －  154,623

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 1,992  623  2,615 (2,615) － 

計  143,061  14,177  157,239  (2,615)  154,623

営業費用  138,851  15,026  153,878  (2,636)  151,241

営業利益又は 

営業損失（△） 
 4,209  △848  3,361  (△20)  3,381

Ⅱ 資産  221,748  12,957  234,706  (19,198)  215,507



 最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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．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。 

  

３．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）  17,600  7,828  12,868  1,694  39,991

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  182,584

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 9.6  4.3  7.1  0.9  21.9

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,908  8,135  12,223  1,387  36,653

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  154,623

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
9.6  5.3 7.9 0.9 23.7 



 （注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業結合

等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの、１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

１株当たり純資産額         円 銭 510 94

１株当たり当期純損失金額（△）      円 銭 △18 37

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額     円 銭 526 99

１株当たり当期純利益金額      円 銭 2 20

  
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額     

当期純利益又は純損失（△）（百万円）  △3,897  466

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△） 

（百万円） 
 △3,897  466

期中平均株式数（千株）  212,166  212,125

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）  －  －

（うち支払利息（税額相当額控除後））   (－)   (－)

（うち事務手数料（税額相当額控除後））   (－)   (－)

普通株式増加数（千株）  －  －

 (うち新株予約権)  (－)  (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

  －   －

（ストック・オプション等関係）

（重要な後発事象）

（開示の省略）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,717 15,010 

受取手形 4,395 3,600 

売掛金 22,804 25,429 

リース投資資産 － 42 

商品及び製品 15,468 13,939 

仕掛品 568 451 

原材料及び貯蔵品 7,530 5,921 

前払費用 160 134 

繰延税金資産 1,201 1,258 

関係会社短期貸付金 13,661 13,361 

未収入金 5,163 2,861 

その他 103 113 

貸倒引当金 △1,403 △1,679 

流動資産合計 79,371 80,445 

固定資産   

有形固定資産   

建物 54,568 55,936 

減価償却累計額 △38,142 △39,144 

建物（純額） 16,425 16,791 

構築物 17,003 17,677 

減価償却累計額 △12,910 △13,346 

構築物（純額） 4,092 4,330 

機械及び装置 160,197 164,446 

減価償却累計額 △136,903 △141,887 

機械及び装置（純額） 23,293 22,558 

車両運搬具 832 742 

減価償却累計額 △757 △693 

車両運搬具（純額） 74 49 

工具、器具及び備品 16,960 17,061 

減価償却累計額 △14,456 △14,898 

工具、器具及び備品（純額） 2,503 2,163 

土地 23,118 23,058 

リース資産 － 19 

減価償却累計額 － △0 

リース資産（純額） － 18 

建設仮勘定 5,443 884 

有形固定資産合計 74,954 69,855 

無形固定資産   

工業所有権 25 20 

ソフトウエア 2,430 1,947 

その他 46 41 

無形固定資産合計 2,502 2,008 



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 15,855 25,944 

関係会社株式 16,425 16,886 

出資金 0 0 

関係会社出資金 － 288 

長期貸付金 51 55 

関係会社長期貸付金 63 40 

破産更生債権等 122 51 

長期前払費用 288 246 

保証差入投資有価証券 3,819 － 

繰延税金資産 3,788 633 

その他 1,727 1,738 

貸倒引当金 △163 △171 

投資その他の資産合計 41,977 45,715 

固定資産合計 119,434 117,579 

資産合計 198,805 198,024 

負債の部   

流動負債   

支払手形 257 72 

買掛金 11,389 9,839 

短期借入金 27,295 28,515 

1年内返済予定の長期借入金 3,775 4,708 

1年内償還予定の社債 20,000 － 

リース債務 － 3 

未払金 2,392 2,312 

未払法人税等 69 1,215 

未払費用 5,389 5,791 

預り金 2,785 1,605 

賞与引当金 824 906 

設備関係支払手形 1 3 

その他 131 － 

流動負債合計 74,311 54,973 

固定負債   

社債 400 400 

長期借入金 3,308 16,600 

リース債務 － 14 

退職給付引当金 8,828 7,987 

役員退職慰労引当金 156 85 

特別修繕引当金 7,273 7,704 

環境対策引当金 146 146 

その他 532 443 

固定負債合計 20,646 33,382 

負債合計 94,957 88,356 



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,168 18,168 

資本剰余金   

資本準備金 8,075 8,075 

資本剰余金合計 8,075 8,075 

利益剰余金   

利益準備金 2,430 2,430 

その他利益剰余金   

特別償却積立金 66 24 

固定資産圧縮積立金 662 650 

別途積立金 62,850 62,850 

繰越利益剰余金 10,465 12,158 

利益剰余金合計 76,475 78,113 

自己株式 △1,661 △1,696 

株主資本合計 101,058 102,661 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,866 7,007 

繰延ヘッジ損益 △77 － 

評価・換算差額等合計 2,789 7,007 

純資産合計 103,847 109,668 

負債純資産合計 198,805 198,024 



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

売上高 111,990 97,476 

売上原価 89,232 74,697 

売上総利益 22,758 22,779 

販売費及び一般管理費 21,564 19,626 

営業利益 1,194 3,152 

営業外収益   

受取利息 175 162 

受取配当金 762 425 

受取賃貸料 799 853 

貯蔵品売却益 506 601 

為替差益 － 62 

その他 629 759 

営業外収益合計 2,873 2,865 

営業外費用   

支払利息 469 421 

社債利息 5 5 

固定資産廃棄損 676 502 

製造休止損失 － 1,413 

貸倒引当金繰入額 － 23 

為替差損 213 － 

デリバティブ決済損 467 － 

その他 792 452 

営業外費用合計 2,624 2,818 

経常利益 1,443 3,198 

特別利益   

固定資産売却益 － 7 

投資有価証券売却益 － 1 

関係会社株式売却益 286 2,255 

事業構造改善引当金戻入額 34 － 

特別利益合計 321 2,263 

特別損失   

投資有価証券売却損 － 222 

投資有価証券評価損 714 350 

関係会社株式売却損 49 － 

関係会社株式評価損 560 － 

ゴルフ会員権評価損 － 7 

関係会社整理損 32 － 

減損損失 1,031 62 

特別損失合計 2,387 642 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △623 4,820 

法人税、住民税及び事業税 563 1,351 

法人税等調整額 277 343 

法人税等合計 840 1,694 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,464 3,125 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 18,168 18,168 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 18,168 18,168 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,075 8,075 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,075 8,075 

資本剰余金合計   

前期末残高 8,075 8,075 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,075 8,075 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,430 2,430 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,430 2,430 

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 148 66 

当期変動額   

特別償却積立金の積立 1 4 

特別償却積立金の取崩 △83 △46 

当期変動額合計 △81 △42 

当期末残高 66 24 

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 678 662 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △15 △12 

当期変動額合計 △15 △12 

当期末残高 662 650 



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 60,850 62,850 

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000 － 

当期変動額合計 2,000 － 

当期末残高 62,850 62,850 

繰越利益剰余金   

前期末残高 16,387 10,465 

当期変動額   

特別償却積立金の積立 △1 △4 

特別償却積立金の取崩 83 46 

固定資産圧縮積立金の取崩 15 12 

別途積立金の積立 △2,000 － 

剰余金の配当 △2,547 △1,486 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,464 3,125 

自己株式の処分 △6 △1 

当期変動額合計 △5,921 1,692 

当期末残高 10,465 12,158 

利益剰余金合計   

前期末残高 80,494 76,475 

当期変動額   

特別償却積立金の積立 － － 

特別償却積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △2,547 △1,486 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,464 3,125 

自己株式の処分 △6 △1 

当期変動額合計 △4,018 1,637 

当期末残高 76,475 78,113 

自己株式   

前期末残高 △1,656 △1,661 

当期変動額   

自己株式の取得 △19 △38 

自己株式の処分 13 3 

当期変動額合計 △5 △34 

当期末残高 △1,661 △1,696 



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 105,082 101,058 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,547 △1,486 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,464 3,125 

自己株式の取得 △19 △38 

自己株式の処分 6 1 

当期変動額合計 △4,024 1,602 

当期末残高 101,058 102,661 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,924 2,866 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,057 4,140 

当期変動額合計 △5,057 4,140 

当期末残高 2,866 7,007 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △77 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △77 77 

当期変動額合計 △77 77 

当期末残高 △77 － 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,924 2,789 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,135 4,217 

当期変動額合計 △5,135 4,217 

当期末残高 2,789 7,007 

純資産合計   

前期末残高 113,007 103,847 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,547 △1,486 

当期純利益又は当期純損失（△） △1,464 3,125 

自己株式の取得 △19 △38 

自己株式の処分 6 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,135 4,217 

当期変動額合計 △9,159 5,820 

当期末残高 103,847 109,668 



継続企業の前提に関する注記  

該当事項はありません。 

  



  

 役 員 の 異 動  
（平成２２年６月２９日付） 

 
１．役員の異動 
 
（１）新任取締役候補 

取 締 役 
常務執行役員 高

たか

原
はら

 吉
よし

幸
ゆき

 ［現 常務執行役員］ 

 
取 締 役 
常務執行役員 加

か

藤
とう

  勇
いさむ

 ［現 執行役員 松阪工場長］ 

 
（２）新任執行役員候補 

常務執行役員 鍵
かぎ

本
もと

 知
とも

身
み

 
［現 執行役員 硝子繊維営業部長 
ｾﾝﾄﾗﾙｸﾞﾗｽｳｰﾙ(株)取締役社長 中央ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ(株)社長］ 

 

常務執行役員 丸
まる

田
た

 順
まさ

道
みち

 
［現 ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｨﾃｯﾄﾞ社長 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ﾖｰﾛｯﾊ  ゚ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ｼﾞｬｰﾏﾆ  ー ｼﾞｰｴﾑﾋﾞｰｴｲﾁ社長］ 

 
執 行 役 員 赤

あか

松
まつ

  秀
しゅう

 ［現 硝子技術部長］ 
 

執 行 役 員 首
しゅ

藤
とう

 博
ひろ

史
し

 ［現 化成品技術部長］ 
 

執 行 役 員 中
なか

村
むら

 伸
しん

司
じ

 ［現 ｱｸﾞﾘ･ﾊﾞｲｵ事業推進室長］ 
 

執 行 役 員 菊
きく

池
ち

  眞
まこと

 ［現 化成品営業部長］ 
 
（３）新任監査役候補 

常 勤 監 査 役 永
なが

冨
とみ

 明
あき

郎
お

 ［現 常務執行役員］ 
 

常 勤 監 査 役 藤
ふじ

田
た

 陽
よう

一
いち

 ［現 監査部長］ 
 
（４）退任予定取締役 

取 締 役 
常務執行役員 熊谷

くまがい

 洋
よう

一
いち

 ［当社常勤顧問に就任予定］ 

 
取 締 役 
常務執行役員 影

かげ

山
やま

 陽
よう

一
いち

 ［当社顧問に就任予定］ 

 
（５）退任予定執行役員 

常務執行役員 永
なが

冨
とみ

 明
あき

郎
お

 ［当社常勤監査役に就任予定］ 
 

執 行 役 員 原
はら

岡
おか

  裕
ひろし

 ［当社参与に就任予定］ 
 
（６）退任予定監査役 

常 勤 監 査 役 時
とき

村
むら

  博
ひろし

  
 

常 勤 監 査 役 早
はや

瀨
せ

 登
と

志
し

貴
き

  
 



  

２．株主総会後の取締役、執行役員及び監査役予定 

新 氏 名 現 

代表取締役 社長執行役員 皿
さら

澤
さわ

 修
しゅう

一
いち

代表取締役 社長執行役員 

代表取締役 専務執行役員 金
かね

子
こ

 惠
けい

治
じ

 代表取締役 専務執行役員 

取締役 常務執行役員 森
もり

  達
たつ

也
や

 取締役 常務執行役員 
取締役 常務執行役員 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ｱﾒﾘｶ ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｨﾃｯﾄﾞ会長 
上海中硝商貿有限公司董事長 

中
なか

井
い

  元
はじめ

取締役 常務執行役員 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ｱﾒﾘｶ ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｨﾃｯﾄﾞ会長 
上海中硝商貿有限公司董事長 

取締役 常務執行役員 川
かわ

島
しま

 親
ちか

史
し

 取締役 常務執行役員 

取締役(新任) 常務執行役員 高
たか

原
はら

 吉
よし

幸
ゆき

 常務執行役員 

取締役(新任) 常務執行役員(昇格) 硝子技術部長 加
か

藤
とう

  勇
いさむ

執行役員 松阪工場長 

社外取締役 山
やま

本
もと

 貞
てい

一
いち

 社外取締役 
常務執行役員 硝子営業部長 
台湾信徳玻璃股份有限公司董事長 髙

たか

橋
はし

 邦
くに

人
と

 
常務執行役員 硝子営業部長 
台湾信徳玻璃股份有限公司董事長 

常務執行役員 前
まえ

島
じま

 
たか

治
はる

 常務執行役員 

常務執行役員 ｾﾝﾄﾗﾙ･ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ(株)社長 中
なか

山
やま

 敏
とし

紀
のり

 常務執行役員 ｾﾝﾄﾗﾙ･ｻﾝｺﾞﾊﾞﾝ(株)社長 

常務執行役員(昇格) 鍵
かぎ

本
もと

 知
とも

身
み

 
執行役員 硝子繊維営業部長 
ｾﾝﾄﾗﾙｸﾞﾗｽｳｰﾙ(株)社長 
中央ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝ(株)社長 

常務執行役員(新任) 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｨﾃｯﾄﾞ社長 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ﾖｰﾛｯﾊ  ゚ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 

丸
まる

田
た

 順
まさ

道
みち

 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｲﾝｺｰﾎﾟﾚｨﾃｯﾄﾞ社長 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ﾖｰﾛｯﾊ  ゚ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ社長 
ｾﾝﾄﾗﾙｶﾞﾗｽ ｼﾞｬｰﾏﾆ  ー ｼﾞｰｴﾑﾋﾞｰｴｲﾁ社長 

執行役員 経理部長 小
お

倉
ぐら

 基
もと

義
よし

 執行役員 経理部長 

執行役員 社長室長 兼 法務室長 堀
ほり

向
むかい

 亘
わたる

 執行役員 社長室長 兼 法務室長 

執行役員 宇部工場長 阿
あ

山
やま

 隆
たか

夫
お

 執行役員 宇部工場長 

執行役員 ｾﾝﾄﾗﾙ硝子関西(株)社長 長
なが

濱
はま

 隆
たかし

 執行役員 ｾﾝﾄﾗﾙ硝子関西(株)社長 

執行役員(新任) 松阪工場長 赤
あか

松
まつ

 秀
しゅう

 硝子技術部長 

執行役員(新任) 化成品技術部長 首
しゅ

藤
とう

 博
ひろ

史
し

 化成品技術部長 
執行役員(新任) 
ｱｸﾞﾘ･ﾊﾞｲｵ事業推進室長 
ｾﾝﾄﾗﾙ合同肥料(株)社長 
ｻﾝｸﾞﾘｰﾝ(株)取締役社長 

中
なか

村
むら

 伸
しん

司
じ

 ｱｸﾞﾘ･ﾊﾞｲｵ事業推進室長 

執行役員(新任) 化成品営業部長 菊
きく

池
ち

 眞
まこと

 化成品営業部長 

常勤監査役(新任) 永
なが

冨
とみ

 明
あき

郎
お

 常務執行役員 

常勤監査役(新任) 藤
ふじ

田
た

 陽
よう

一
いち

 監査部長 

社外監査役 根
ね

岸
ぎし

 重
しげ

治
はる

 社外監査役 

社外監査役 友
とも

成
なり

  健
けん

 社外監査役 

社外監査役 河
かわ

原
はら

  伸
しん

 社外監査役 

以 上 
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