
（百万円未満切捨て）

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年３月21日～平成25年９月20日） 

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 百万円（ ％） 25年３月期第２四半期 百万円（ ％） 

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 

  

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年３月21日～平成26年３月20日） 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  31,124  4.6  889  15.7  748  57.5  450  228.1

25年３月期第２四半期  29,756  △2.6  768  △19.5  475  △47.8  137  △70.2

901 639.7 121 △71.7

  
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 

26年３月期第２四半期  12  85  －

25年３月期第２四半期  3  91  －

  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 

26年３月期第２四半期  72,439  20,320  24.6  508  59

25年３月期  70,044  19,532  24.5  489  94

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 17,815百万円 25年３月期 17,164百万円 

  
年間配当金 

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 

25年３月期 －        －      －      3 00  3  00

26年３月期 －         －    
26年３月期（予想）  －      3 00  3  00

  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  58,000  2.7  900  △1.6  550  △47.3  150  131.6  4  27



※ 注記事項 

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用    ：無 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更      ：有 

② ①以外の会計方針の変更             ：無 

③ 会計上の見積りの変更              ：有 

④ 修正再表示                   ：無 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものです。詳細は、添付資

料Ｐ.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」

をご覧ください。 

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する説明 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しております。 

  

※  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意

事項等については、添付資料Ｐ.２「１．当四半期決算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」

をご覧ください。 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期２Ｑ 36,295,543株 25年３月期 36,295,543株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 1,266,279株 25年３月期 1,262,809株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 35,031,227株 25年３月期２Ｑ 35,132,428株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国における景気停滞が懸念されるなか、「アベノミクス」

による景気刺激策により企業収益に改善が見られるなど、景気回復に向けた兆しが現れてきましたが、一方で、円

安による輸入諸資材価格上昇などの下振れ要因もあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような経済状況のもとで、当社グループは、先行きの経営環境が更に厳しくなることを覚悟し、当期を初年

度とする３ヶ年計画として、生き残りをかけて立ち向かっていくという決意を示す「石塚硝子グループ中期経営計

画」（勝ち残るために～ＩＳＨＩＺＵＫＡ‘81）を策定し、『経営基盤の強化』に取り組んでおります。 

売上高につきましては、夏場の猛暑を背景にびん・ＰＥＴの飲料容器需要が大幅に伸長し、グループ全体の売上

高は31,124百万円（前年同四半期比4.6％増）となりました。また、利益につきましては、ＬＮＧ・電力を中心と

した諸資材価格の高騰があったものの、売上増加とグループを挙げての徹底的なコスト削減などにより、営業利益

は889百万円（前年同四半期比15.7％増）、為替差益の発生等により経常利益は748百万円（前年同四半期比57.5％

増）、四半期純利益は450百万円（前年同四半期比228.1％増）という結果となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

①ガラスびん関連 

ガラスびんは、猛暑効果によるビールびんの出荷が大幅に伸長したことに加え、リキュール類小型びんの受注も

拡大し、売上高は9,608百万円（前年同四半期比4.4％増）となりました。 

②ハウスウェア関連 

ハウスウェアは、梅の豊作を受けて貯蔵びんの売上が伸長したものの、一般市販品や企業向け景品、輸出品が落

ち込み、売上高は4,638百万円（前年同四半期比8.2％減）となりました。 

③紙容器関連 

紙容器は、工場と営業が一体となった販促活動により出荷数量は増加したものの、販売品種構成の変化から、売

上高は4,284百万円（前年同四半期比0.2％増）となりました。 

④プラスチック容器関連 

プラスチック容器は、猛暑効果による飲料容器需要の高まりに加え、自動販売機向け小型プリフォームの大型受

注を獲得し、売上高は10,931百万円（前年同四半期比13.7％増）となりました。 

⑤その他 

アドバンストガラスは、円安を背景に海外向け抗菌剤の出荷が順調に伸長したことなどから、売上高は1,661百

万円（前年同四半期比3.2％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

26百万円減少し、1,600百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は、1,098百万円（前年同四半期は820百万円の資金増加）となりました。資金増加

の主な要因は、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費等によるものです。 

一方、資金減少の主な要因は、売上債権の増加及び割引手形の減少等によるものです。 

（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、1,742百万円（前年同四半期は2,756百万円の資金減少）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は、522百万円（前年同四半期は1,852百万円の資金増加）となりました。これは主

に、長期借入れによる収入、短期借入金の純減少額、長期借入金の返済による支出及び社債の償還による支出によ

るものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年３月期における通期の業績予想につきましては、平成25年４月24日に公表しました業績予想に変更はあ

りません。 

  

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月21日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,576 2,550

受取手形及び売掛金 10,097 11,842

有価証券 100 100

商品及び製品 9,933 9,853

仕掛品 285 310

原材料及び貯蔵品 3,378 3,598

その他 1,591 1,516

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 27,955 29,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,089 7,960

機械装置及び運搬具（純額） 9,486 9,982

土地 13,331 13,331

その他（純額） 3,737 3,328

有形固定資産合計 34,644 34,602

無形固定資産 34 32

投資その他の資産   

投資有価証券 6,122 6,822

その他 1,227 1,144

貸倒引当金 △63 △39

投資その他の資産合計 7,286 7,926

固定資産合計 41,965 42,562

繰延資産 124 112

資産合計 70,044 72,439
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,396 6,029

短期借入金 13,932 12,925

1年内償還予定の社債 2,616 1,839

未払法人税等 149 257

賞与引当金 533 579

その他 4,341 4,384

流動負債合計 26,970 26,015

固定負債   

社債 6,520 6,146

長期借入金 7,213 10,281

退職給付引当金 3,906 3,872

役員退職慰労引当金 25 25

汚染負荷量引当金 527 510

その他 5,349 5,267

固定負債合計 23,542 26,103

負債合計 50,512 52,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,911 5,911

資本剰余金 4,149 4,149

利益剰余金 869 1,214

自己株式 △283 △284

株主資本合計 10,646 10,991

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,618 1,856

繰延ヘッジ損益 175 △6

土地再評価差額金 4,919 4,919

為替換算調整勘定 △196 55

その他の包括利益累計額合計 6,517 6,824

少数株主持分 2,367 2,504

純資産合計 19,532 20,320

負債純資産合計 70,044 72,439
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年９月20日) 

売上高 29,756 31,124

売上原価 24,514 25,920

売上総利益 5,241 5,204

販売費及び一般管理費 4,473 4,315

営業利益 768 889

営業外収益   

受取利息 2 6

受取配当金 73 75

受取賃貸料 57 47

負ののれん償却額 7 －

その他 39 61

営業外収益合計 180 190

営業外費用   

支払利息 240 239

為替差損 107 －

その他 125 91

営業外費用合計 473 331

経常利益 475 748

特別利益   

投資有価証券売却益 － 285

特別利益合計 － 285

特別損失   

固定資産除却損 22 265

投資有価証券評価損 9 －

特別損失合計 32 265

税金等調整前四半期純利益 443 768

法人税、住民税及び事業税 81 252

法人税等調整額 171 △2

法人税等合計 252 249

少数株主損益調整前四半期純利益 190 519

少数株主利益 52 68

四半期純利益 137 450
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年９月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 190 519

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △122 324

繰延ヘッジ損益 △53 △193

為替換算調整勘定 107 251

その他の包括利益合計 △68 382

四半期包括利益 121 901

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 58 757

少数株主に係る四半期包括利益 63 144
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（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24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月21日 
 至 平成25年９月20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 443 768

減価償却費 1,883 1,961

負ののれん償却額 △7 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △6 45

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35 △33

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 0

汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） △19 △17

受取利息及び受取配当金 △75 △82

支払利息 240 239

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 28 277

投資有価証券評価損益（△は益） 9 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △287

売上債権の増減額（△は増加） △954 △1,182

たな卸資産の増減額（△は増加） △975 △125

未収入金の増減額（△は増加） 29 △118

前渡金の増減額（△は増加） 14 23

仕入債務の増減額（△は減少） 814 617

割引手形の増減額（△は減少） △29 △544

その他 △92 △105

小計 1,263 1,412

利息及び配当金の受取額 80 80

利息の支払額 △243 △250

法人税等の支払額 △280 △144

営業活動によるキャッシュ・フロー 820 1,098

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,987 △1,773

有形固定資産の売却による収入 312 0

投資有価証券の取得による支出 △86 △16

投資有価証券の売却による収入 － 345

関係会社株式の取得による支出 － △270

貸付けによる支出 △2 △13

貸付金の回収による収入 5 5

その他 1 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,756 △1,742

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） 790 △1,360

長期借入れによる収入 3,600 4,800

長期借入金の返済による支出 △1,651 △1,379

社債の発行による収入 489 537

社債の償還による支出 △945 △1,701

リース債務の返済による支出 △284 △260

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △140 △105

少数株主への配当金の支払額 △5 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,852 522

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91 △26

現金及び現金同等物の期首残高 1,688 1,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,597 1,600

石塚硝子株式会社(5204)平成26年３月期　第２四半期決算短信

7



該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  

 （セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月21日 至 平成24年９月20日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社及び子会社の一部の事業を含

んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額７百万円には、セグメント間取引消去１百万円、たな卸資産の調整額

５百万円、その他０百万円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年３月21日 至 平成25年９月20日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、当社及び子会社の一部の事業を含

んでおります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額７百万円には、セグメント間取引消去０百万円、たな卸資産の調整額

６百万円、その他△０百万円が含まれております。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント 

その他

（注１）
合計 

調整額

（注２） 

四半期連

結損益計

算書計上

額 

（注３）

ガラス 

びん関連 

ハウスウ

ェア関連 

紙容器 

関連 

プラスチ

ック容器

関連 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  9,206  5,052  4,277  9,610  28,147  1,609  29,756  －  29,756

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  11 －  317 329  2,813  3,143  △3,143  －

計  9,206  5,063  4,277  9,928  28,476  4,422  32,899  △3,143  29,756

セグメント利益又は損

失（△） 
 18  △40  177 608  764  △3  761  7  768

  

報告セグメント 

その他

（注１）
合計 

調整額

（注２） 

四半期連

結損益計

算書計上

額 

（注３）

ガラス 

びん関連 

ハウスウ

ェア関連 

紙容器 

関連 

プラスチ

ック容器

関連 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  9,608  4,638  4,284  10,931  29,463  1,661  31,124  －  31,124

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  11 －  331 343  2,746  3,089  △3,089  －

計  9,609  4,649  4,284  11,262  29,806  4,407  34,213  △3,089  31,124

セグメント利益又は損

失（△） 
 119  △55  172 632  868  13  882  7  889
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