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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 30,943 8.9 1,152 － △863 － △1,319 －

2021年３月期第２四半期 28,423 △17.3 △1,559 － △2,985 － △2,478 －

（注）包括利益 2022年３月期第２四半期 548百万円（－％） 2021年３月期第２四半期 △2,245百万円（－％）

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

2022年３月期第２四半期 △129.21 －

2021年３月期第２四半期 △242.63 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第２四半期 103,812 48,917 46.8

2021年３月期 98,490 48,580 49.0

（参考）自己資本 2022年３月期第２四半期 48,578百万円 2021年３月期 48,222百万円

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

2021年３月期 － 20.00 － 20.00 40.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期（予想） － － －

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 62,000 8.5 400 － △4,000 － △4,300 － △421.03

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

１．2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

中間配当につきましては、2021年８月６日公表の「2022年３月期第２四半期連結累計期間および通期業績予想なら
びに配当予想の修正（中間配当無配）に関するお知らせ」に記載のとおり、誠に遺憾ながら無配とし、期末配当予
想につきましては、引き続き未定としております。

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）



（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

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                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年３月期２Ｑ 11,145,249株 2021年３月期 11,145,249株

②  期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 932,282株 2021年３月期 931,951株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 10,213,209株 2021年３月期２Ｑ 10,213,926株

※  注記事項

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業

績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

上記の予想に関連する事項は、［添付資料］２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（２）連結業績予想

などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により人々の活動が制限さ

れ、依然として厳しい状況で推移しました。一部で景気の持ち直しの動きが見られたものの、国内外における感染症の

動向による下振れ懸念等、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

　このような中、山村グループでは３ヵ年の中期経営計画の２年目を迎えました。「環境に配慮しながら安心・安全を

提供し、次世代に誇りを持って引き継ぐために成長し続ける企業グループ」という長期ビジョンとしての“ありたい

姿”に向けて、中期経営計画では「Change and Challenge with You」というスローガンの下、「環境変化に適応した運

営体制の構築」「投資効率の追求と収益体質の確立」「事業の拡大と成長戦略の推進」「社会のニーズに応える製品・

サービスの展開」「従業員の能力が最大限発揮される職場環境の構築と次世代の育成」という５つの経営方針を推進

し、グループ一体となってさらなる業績向上に取り組んでおります。

事業セグメント別の経営成績は以下のとおりです。

①  ガラスびん関連事業

　　ガラスびん関連事業では、国内ガラスびん業界の出荷量は緊急事態宣言の影響を受け、コロナ禍前の水準までは戻

っていないもののやや回復し、前年同期比106.1％となりました。このような中、当社の出荷量も増加し、セグメン

ト売上高は19,689百万円（前年同期比8.0％増）と増収となりました。セグメント利益は、生産量の増加や製造変動

費の良化、生産設備の集約による製造固定費の減少等により、282百万円（前年同期は△2,127百万円の損失）と増益

となりました。

②  プラスチック容器関連事業

　　プラスチック容器関連事業では、前期においては新型コロナウイルス感染症の影響等により飲料用キャップの販売

が減少しましたが当期は回復傾向にあり、セグメント売上高は3,579百万円（前年同期比16.3％増）と増収となりま

した。セグメント利益は、資材単価の下落や出荷量および生産量の増加等により、415百万円（前年同期比268.7％

増）と増益となりました。

③  物流関連事業

　　物流関連事業では、新規業務受託や取扱い物量の増加等により、セグメント売上高は5,648百万円（前年同期比

8.7％増）と増収となりました。セグメント利益は、作業効率の改善等により、311百万円（前年同期比72.7％増）と

増益となりました。また、事業拡大のため、９月に連結子会社山村ロジスティクス株式会社が中山運送株式会社およ

びマルイシ運輸株式会社の株式を取得し、連結子会社としました。

④  ニューガラス関連事業

　　ニューガラス関連事業では、海外子会社において高速通信用ガラスの出荷が減少したものの、当社における自動車

部品用ガラスや電子部品用ガラスの出荷および国内子会社におけるレーザー用部品やセンサー用部品の出荷が堅調に

推移し、セグメント売上高は2,026百万円（前年同期比5.6％増）と増収となりました。セグメント利益は、出荷の増

加等により88百万円（前年同期は△38百万円の損失）と増益となりました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は30,943百万円（前年同期比8.9％増）と増収となり、連結営

業利益は1,152百万円（前年同期は△1,559百万円の損失）と増益となりました。米国の関連会社において生産立ち上げ

が遅れたことにより損失が増加したため、持分法による投資損失は1,980百万円（前年同期は持分法による投資損失

1,111百万円）となり、連結経常利益は△863百万円の損失（前年同期は△2,985百万円の損失）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は△1,319百万円の損失（前年同期は△2,478百万円の損失）となりました。

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におきまして、2021年８月６日に公表しました業績予想との間に差異が生じました。ま

た、2022年３月期における通期の業績予想につきましては、当第２四半期までの状況およびその後の経営環境等を勘案

して、2021年８月６日公表の業績予想を修正しております。

　詳細につきましては、本日（2021年11月10日）公表の「2022年３月期第２四半期連結累計期間における業績予想と実

績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,130 12,602

受取手形及び売掛金 16,769 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 18,648

商品及び製品 6,211 6,752

仕掛品 229 348

原材料及び貯蔵品 2,752 2,439

その他 985 1,012

貸倒引当金 △52 △55

流動資産合計 37,026 41,749

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,323 7,277

機械装置及び運搬具（純額） 13,023 13,282

工具、器具及び備品（純額） 1,029 956

土地 10,332 11,005

建設仮勘定 549 336

有形固定資産合計 32,258 32,858

無形固定資産

その他 1,373 1,855

無形固定資産合計 1,373 1,855

投資その他の資産

投資有価証券 3,403 3,607

関係会社株式 18,599 19,439

退職給付に係る資産 998 973

その他 4,848 3,348

貸倒引当金 △17 △18

投資その他の資産合計 27,832 27,350

固定資産合計 61,464 62,063

資産合計 98,490 103,812

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,438 7,348

短期借入金 11,647 9,561

未払法人税等 296 582

賞与引当金 514 677

その他 3,883 4,708

流動負債合計 22,780 22,879

固定負債

社債 1,000 1,000

長期借入金 20,051 24,415

リース債務 716 915

環境対策引当金 3 3

退職給付に係る負債 2,993 3,052

繰延税金負債 244 319

その他 2,121 2,308

固定負債合計 27,129 32,015

負債合計 49,910 54,895

純資産の部

株主資本

資本金 14,074 14,074

資本剰余金 16,696 16,696

利益剰余金 21,045 19,521

自己株式 △1,564 △1,564

株主資本合計 50,252 48,728

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,253 1,375

繰延ヘッジ損益 92 122

為替換算調整勘定 △3,025 △1,245

退職給付に係る調整累計額 △351 △401

その他の包括利益累計額合計 △2,029 △149

非支配株主持分 357 338

純資産合計 48,580 48,917

負債純資産合計 98,490 103,812
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 28,423 30,943

売上原価 24,792 24,792

売上総利益 3,630 6,151

販売費及び一般管理費 5,190 4,998

営業利益又は営業損失（△） △1,559 1,152

営業外収益

受取利息 6 7

受取配当金 57 46

補助金収入 15 107

その他 251 234

営業外収益合計 331 397

営業外費用

支払利息 214 153

持分法による投資損失 1,111 1,980

租税公課 54 43

その他 376 235

営業外費用合計 1,756 2,412

経常損失（△） △2,985 △863

特別利益

固定資産売却益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失

固定資産売却損 2 －

固定資産廃棄損 4 21

特別損失合計 6 21

税金等調整前四半期純損失（△） △2,987 △884

法人税、住民税及び事業税 166 510

法人税等調整額 △644 △40

法人税等合計 △477 469

四半期純損失（△） △2,509 △1,354

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △31 △34

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △2,478 △1,319

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純損失（△） △2,509 △1,354

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 317 121

繰延ヘッジ損益 314 29

為替換算調整勘定 △195 595

退職給付に係る調整額 11 15

持分法適用会社に対する持分相当額 △183 1,140

その他の包括利益合計 264 1,902

四半期包括利益 △2,245 548

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,215 560

非支配株主に係る四半期包括利益 △29 △12

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021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損失（△） △2,987 △884

減価償却費 2,374 2,363

持分法による投資損益（△は益） 1,111 1,980

売上債権の増減額（△は増加） 2,732 △830

仕入債務の増減額（△は減少） △1,499 581

棚卸資産の増減額（△は増加） 464 △535

その他 330 511

小計 2,526 3,186

利息及び配当金の受取額 62 65

利息の支払額 △189 △70

法人税等の支払額 △214 △288

法人税等の還付額 140 86

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,326 2,980

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 216 △49

有形固定資産の取得による支出 △2,912 △1,036

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
－ 602

その他 △134 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,830 △508

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） △1,531 －

長期借入れによる収入 3,472 5,813

長期借入金の返済による支出 △2,783 △5,624

配当金の支払額 △255 △205

その他 △381 △454

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,479 △470

現金及び現金同等物に係る換算差額 △93 139

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,077 2,140

現金及び現金同等物の期首残高 12,945 9,945

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 20 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,887 12,085

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一定期間に

わたり継続したサービスを提供するものについては、契約期間に応じて期間按分で収益を認識することといたしま

した。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第

86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更につい

て、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行いました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間において、当該変更による影響額はありません。また、期首の利益剰余金

において該当する取引がなかったため累積的影響額はなく、第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に関する

調整は行っておりません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示するこ

とといたしました。

　なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。また、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「２．四半期連結財務諸

表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が

定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与える影響

はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）２

ガラス
びん関
連事業

プラスチ
ック容器
関連事業

物流関
連事業

ニューガ
ラス関連
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 18,230 3,077 5,197 1,917 28,423 － 28,423

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 338 4,008 2 4,350 △4,350 －

計 18,230 3,416 9,205 1,920 32,773 △4,350 28,423

セグメント利益

又は損失（△）
△2,127 112 180 △38 △1,872 313 △1,559

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日　至2020年９月30日）

１．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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額313百万円には、セグメント間取引消去等58百万円、その他の

調整255百万円が含まれております。その他の調整は、報告セグメントに帰属しない全社費用と報告セ

グメントに計上されている営業外損益調整等です。

　　　２．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損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　　該当事項はありません。

- 9 -

日本山村硝子㈱ (5210) 2022年３月期　第２四半期決算短信



（単位：百万円）

報告セグメント

調整額
（注）１

四半期
連結損益
計算書
計上額
（注）２

ガラス
びん関
連事業

プラスチ
ック容器
関連事業

物流関
連事業

ニューガ
ラス関連
事業

計

売上高

顧客との契約から生

じる収益
19,689 3,579 5,100 2,026 30,395 － 30,395

その他の収益 － － 548 － 548 － 548

外部顧客への売上高 19,689 3,579 5,648 2,026 30,943 － 30,943

セグメント間の内部

売上高又は振替高
0 343 3,787 3 4,135 △4,135 －

計 19,690 3,922 9,436 2,030 35,079 △4,135 30,943

セグメント利益 282 415 311 88 1,098 54 1,152

（単位：百万円）

ガラスびん

関連事業

プラスチック

容器関連事業
物流関連事業

ニューガラス

関連事業
合計

のれんの増加額 － － 486 － 486

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日　至2021年９月30日）

１．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並びに収益の分解情報

（注）１．セグメント利益の調整額54百万円には、セグメント間取引消去等58百万円、その他の調整△3百万円が

含まれております。その他の調整は、報告セグメントに帰属しない全社費用と報告セグメントに計上さ

れている営業外損益調整等です。

　　　２．セグメント利益は、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。

　　　３．当第２四半期連結会計期間より、中山運送株式会社（物流関連事業）およびマルイシ運輸株式会社（物

流関連事業）は、当社の連結子会社である山村ロジスティクス株式会社が全株式を取得したため、連結

の範囲に含めております。なお、みなし取得日を2021年９月30日としているため、当第２四半期連結会

計期間は貸借対照表のみを連結しております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　　　（会計方針の変更）に記載のとおり、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31

日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、収益認識に関する会計処理方法を変更したため、事業セ

グメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しております。

　　　当該変更による影響額はありません。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（のれんの金額の重要な変動）
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