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1.  22年3月期の連結業績（平成21年3月21日～平成22年3月20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 54,099 △4.9 1,351 ― 1,097 ― 543 ―

21年3月期 56,913 0.3 △609 ― △1,000 ― △2,080 ―

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 15.46 ― 3.3 1.6 2.5
21年3月期 △59.18 ― △11.4 △1.5 △1.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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 68,166 19,203 25.0 485.54
21年3月期 67,384 18,475 24.3 464.93

（参考） 自己資本   22年3月期  17,062百万円 21年3月期  16,340百万円

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 3,594 △4,854 1,477 1,644
21年3月期 2,439 △2,401 432 1,429

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 ― ― ― 3.00 3.00 105 ― 0.6
22年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 105 19.4 0.6

23年3月期 
（予想）

― ― ― 4.00 4.00 25.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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

28,500 0.3 700 1.4 600 2.9 350 16.5 9.96

通期 54,100 0.0 1,400 3.6 1,120 2.0 550 1.2 15.65

1



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、13ページ「表示方法の変更」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、24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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 36,295,543株 21年3月期 36,295,543株

② 期末自己株式数 22年3月期  1,153,806株 21年3月期  1,148,574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3月21日～平成22年3月20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 50,932 △5.8 306 ― 426 ― 217 ―

21年3月期 54,057 △0.1 △1,143 ― △1,135 ― △2,026 ―

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 6.20 ―

21年3月期 △57.64 ―

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 57,481 14,788 25.7 420.82
21年3月期 56,926 14,493 25.5 412.36

（参考） 自己資本 22年3月期  14,788百万円 21年3月期  14,493百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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予想等の将来に関する記述は、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。業績予想の前提となる仮定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、３
ページ「１．経営成績 （1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

27,000 0.4 250 25.2 400 86.1 2,700 ― 76.83

通期 51,000 0.1 550 79.6 800 87.6 2,850 ― 81.10
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融不安を発端とする不況のなか、円高・デフレによる企業収益

の悪化をはじめ、設備投資・個人消費の低迷など、景気の不透明感は払拭されないまま推移いたしました。 

このような状況のなか、当社グループは前期の赤字決算から黒字回復を果たすため、グループ一丸となって、収益

力の回復と財務体質の強化に取り組んでまいりました。 

売上高につきましては、パッケージ営業本部の積極的な販売活動などにより、ガラスびん・紙容器は増収となりま

したが、全般的な消費低迷と夏場の天候不順などからハウスウエア・ＰＥＴプリフォームなどが減収となり、グルー

プ全体の売上高は54,099百万円（前期比4.9％減）となりました。他方、利益面では、原燃料を始めとする諸資材価

格が引下げに転じたことと、前連結会計年度に実施した生産体制の再構築に伴う固定費削減効果およびグループを挙

げての徹底的なコストダウンの実施により、営業利益は1,351百万円（前期は営業損失609百万円）、経常利益1,097

百万円（前期は経常損失1,000百万円）、当期純利益543百万円（前期は当期純損失2,080百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

  

ガラス容器関連事業 

ガラスびんは、全体需要が落ちるなか、新たに組織したパッケージ営業本部が積極的な販売活動を推進し、売上高

は19,264百万円（前期比0.3％増）を確保いたしました。一方、ハウスウエアでは、直需分野は健闘しましたが、個

人消費の冷え込みにより一般消費者向けが減少し、さらに中近東向けの輸出が世界的な不況と円高などの要因により

大幅に減少し、売上高は7,882百万円（前期比12.4％減）となりました。 

以上の結果、ガラス容器関連事業の売上高は28,239百万円（前期比3.5％減）となりました。 

  

他素材容器関連事業 

プラスチックは、軽量プリフォームの出荷は順調に増加しましたが、消費の低迷と天候不順により総販売数量が減

少したことに加え、プリフォームの軽量化による価格ダウンもあり、売上高は14,418百万円（前期比11.8％減）とな

りました。他方、紙容器は積極的な販売活動により主要得意先への納入拡大と新規得意先への拡売が順調に進んだこ

となどから、売上高は8,392百万円（前期比7.8％増）となりました。 

以上の結果、他素材容器関連事業の売上高は23,389百万円（前期比5.4％減）となりました。 

  

その他の事業 

アドバンストガラスでは、抗菌剤の需要は戻りましたが、携帯デバイス向けの高強度ガラスは回復せず、また、機

器販売も引合先の設備投資が延期・圧縮されることなどにより減収となりました。 

以上の結果、その他の事業の売上高は2,470百万円（前期比16.2％減）となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、今後のわが国経済は、一部の新興国向け輸出に復調の兆しが見られますが、全体と

しては設備投資・個人消費の回復に時間がかかり、引き続き厳しく、かつ、不透明な状況が続くものと思われます。

このような状況のなか、当社グループを取り巻く経営環境は厳しいものと予測されますが、次期を初年度とする中

期経営計画（ＩＳＨＩＺＵＫＡイノベーション’７８）に基づき、経営基盤の強化を図ってまいります。 

  

ガラス容器関連事業 

ガラスびんは引き続き需要の減少が見込まれますが、多品種少量生産体制の確立と製品品質の向上をベースに、重

点顧客へのアカウント営業などを強力に展開してまいります。ハウスウエアは、販売チャネルの多様化・消費者購買

行動の変化に適合した商品開発を行うとともに、岩倉・中国(珠海)製品及び仕入商品の生産・調達ミックス戦略を確

立し売上の回復を果たしてまいります。 

これらにより、ガラス容器関連事業の売上高は、28,000百万円（前期比0.8％減）を予定しております。 

  

他素材容器関連事業 

プラスチックは、スクラップアンドビルド等による生産体制の再構築により品質改善とコスト形成力の向上を具現

化し、主要顧客との取引拡大に向けたシナリオの構築と営業体制の強化を図ってまいります。また、紙容器は生産コ

ストの低減と品質向上に注力し、既存顧客での売上確保に加え新規顧客の獲得を精力的に推し進めてまいります。 

これらにより、他素材容器関連事業の売上高は、23,650百万円（前期比1.1％増）を予定しております。 

  

その他の事業 

高強度ガラス・抗菌剤等の市場環境には依然として不透明感がありますが、既存製品の低コスト化と次世代製品の

早期開発・市場投入を強力に推進し、国内外への販売展開を図ってまいります。機器販売では、グループ会社と一体

となって国内販売の確保と海外に向けた営業活動を進めてまいります。 

１．経営成績
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これらにより、その他の事業の売上高は、2,450百万円（前期比0.8％減）を予定しております 

  

以上により、次期の連結売上高は前期並の54,100百万円を見込んでおり、利益面では、『自分が変われば、会社が

変わる！！』をスローガンに事業展開の徹底的な改革と抜本的な原価低減を図り、営業利益1,400百万円、経常利益

1,120百万円、当期純利益550百万円を予定しております。 

  

なお、平成22年4月22日開催の取締役会でアイピーアイ株式会社（100％子会社）を吸収合併することを決議してお

りますが、合併による連結財務諸表への影響はありません。 

  

(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財政状態につきましては、資産合計は68,166百万円（前期末比782百万円増）となりまし

た。負債合計は48,962百万円（前期末比53百万円増）、純資産合計は19,203百万円（前期末比728百万円増）と

なっております。 

  

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（以下「資金」という。）は、前期末に比べ214百万円増加

し、1,644百万円となりました。 

当連結会計年度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、3,594百万円（前年同期は2,439百万円の資金増加）となりました。これは主

に、資金増加の要因としましては、税金等調整前当期純利益705百万円、減価償却費3,493百万円、たな卸資産の

減少890百万円によるものです。 

一方、資金減少の主な要因としましては、割引手形の減少1,073百万円によるものです。 

（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、4,854百万円（前年同期は2,401百万円の資金減少）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3,886百万円、中国に設立した子会社への関係会社出資金の払込による支出

763百万円によるものです。 

（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、1,477百万円（前年同期は432百万円の資金増加）となりました。これは主

に、長期借入れによる収入及び社債の発行による収入によるものです。 

  

（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド 

（注）①自己資本比率（％）：自己資本／総資産 

②時価ベースの自己資本比率（％）：株式時価総額／総資産 

③債務償還年数（年）：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

④インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

＊いずれも連結ベースの財務数値より計算しております。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは、収益状況に対応した配当を行うことを基本としておりますが、何よりも先ず安定的な配当の継

続を重要な方針といたしております。内部留保につきましては、財務体質の強化を進めるとともに、その充実を図

り堅実な経営基盤の確保に努めてまいります。なお、当期の配当金は、１株当たり３円とさせていただく予定であ

ります。 

また、次期の配当は、期末配当金として１株当たり１円増配し４円とさせていただく予定であります。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

①自己資本比率（％） 28.6 24.3 25.0  

②時価ベースの自己資本比率 9.5 8.0 10.1  

③債務償還年数（年） 6.7 11.5 8.3  

④インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 10.2 5.4 7.8  
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最近の有価証券報告書（平成21年６月17日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

（1）会社の経営の基本方針 

当社及び連結子会社（以下当社グループ）は、「信用第一」「企業は人なり」「最高の品質」「革新と創造」を

経営理念とし、効率経営の徹底により企業体質の強化に努め、株主・取引先・社員全ての信頼と期待にお応えで

きるよう事業活動を推進してまいります。 

  

（2）目標とする経営指標 

キャッシュ・フローを重視した事業展開により、根本的な変革に挑戦し、経営基盤の強化を図ることを重要な経

営課題としております。具体的な指標としましては、売上高経常利益率3.0％、自己資本当期純利益率5.0％、総

資産当期純利益率1.5％を掲げております。  

  

（3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社グループは、５年～１０年先を見据え、『変革し続け』『力を結集し』『経営基盤を強化する』をコンセプ

トに、第76期を初年度とする中期経営計画(ＩＳＨＩＺＵＫＡイノベーション’７８)を策定いたしました。 

【基本方針】 

①個々の事業基盤の強化 

各事業部門は、売上高の確保と生産体制の変革を図り、品質の向上とコストダウンに徹底して取り組み、事業

基盤を強化します。 

②有利子負債の削減 

すべての判断基準をキャッシュ・フローに置き、『在庫圧縮』・『設備投資の原則凍結』を推進し、財務体質

の改善を図ります。 

③現場力の強化＝『人財』の育成 

小集団活動をベースとした業務改善を推進し、ものづくり・品質の作り込みの原点である現場力の強化と『人

財』の育成を図ります。 

④グループ力の強化 

各々の事業が自立しつつ補完しあい、結束力の強化とシナジー効果の拡大を図ります。 

  

この基本方針に基づき、次のとおり重点課題に対処してまいります。 

  

【ガラス容器関連事業】 

ガラスびん需要は引き続き低減するとの認識に立ち、重点顧客へのアカウント営業を強化するとともに、多品

種少量ロット生産体制の確立、営業・生産・物流の整流化により収益基盤の改善を図ってまいります。ハウス

ウエアは販売チャネルの多様化・消費者行動の変化に対応し、販売ルートの改革・新規商品の開発を推進して

まいります。また、新たに設立した中国の生産子会社との生産・調達ミックス戦略を確立し、業績の向上を図

ってまいります。 

【他素材容器関連事業】 

ペットボトル市場が成熟化するなか、ボトラーでのインラインブロー化が進みプリフォームは需要の増加が見

込まれますが、一方、輸入プリフォームの増大が懸念されます。スクラップアンドビルド等による設備体制の

再構築等により品質改善とコスト形成力の向上を図り、主要顧客との一層の取引拡大と収益基盤の強化を推進

してまいります。紙容器においては、生産コストの低減と品質向上により一層注力するとともに、市場動向に

適合した容器と充填機を統合的システムとして営業展開し、収益拡大を図ってまいります。 

【その他の事業】 

高強度ガラス・抗菌剤等の機能性ガラスは、既存製品での更なる低コスト化と次世代製品の早期開発・市場投

入を推し進めてまいります。機器販売では国内販売の確保とともに、海外市場に向けた販売体制の構築による

積極的な事業展開を進めてまいります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 972 1,744

受取手形及び売掛金 8,100 9,621

有価証券 556 －

たな卸資産 14,596 －

商品及び製品 － 10,088

仕掛品 － 387

原材料及び貯蔵品 － 3,230

繰延税金資産 844 669

その他 1,467 1,418

貸倒引当金 △54 △39

流動資産合計 26,483 27,119

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,184 20,528

減価償却累計額 △11,626 △12,157

建物及び構築物（純額） 8,557 8,371

機械装置及び運搬具 45,057 44,088

減価償却累計額 △34,826 △34,950

機械装置及び運搬具（純額） 10,231 9,138

工具、器具及び備品 6,536 6,148

減価償却累計額 △5,037 △5,001

工具、器具及び備品（純額） 1,499 1,147

土地 13,070 13,371

リース資産 － 585

減価償却累計額 － △85

リース資産（純額） － 499

建設仮勘定 229 44

有形固定資産合計 33,588 32,572

無形固定資産   

ソフトウエア 34 20

その他 19 18

無形固定資産合計 53 38

投資その他の資産   

投資有価証券 4,527 5,233

繰延税金資産 1,962 1,793

その他 703 1,307

貸倒引当金 △100 △85

投資その他の資産合計 7,092 8,249

固定資産合計 40,734 40,860

繰延資産   

社債発行費 166 185

繰延資産合計 166 185

資産合計 67,384 68,166
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,294 4,783

短期借入金 12,030 14,137

1年内償還予定の社債 1,271 1,991

未払金 1,992 476

未払費用 2,505 2,271

リース債務 － 142

未払法人税等 93 125

賞与引当金 482 533

その他 766 876

流動負債合計 24,438 25,337

固定負債   

社債 9,608 9,136

長期借入金 5,264 4,631

長期未払金 343 342

リース債務 － 364

繰延税金負債 765 735

再評価に係る繰延税金負債 3,477 3,477

退職給付引当金 3,766 3,865

役員退職慰労引当金 11 7

汚染負荷量引当金 704 655

負ののれん 519 340

その他 8 68

固定負債合計 24,470 23,625

負債合計 48,908 48,962

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,911 5,911

資本剰余金 4,931 4,149

利益剰余金 1,065 2,285

自己株式 △266 △267

株主資本合計 11,642 12,079

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324 503

繰延ヘッジ損益 △134 △27

土地再評価差額金 4,507 4,507

評価・換算差額等合計 4,697 4,982

少数株主持分 2,134 2,140

純資産合計 18,475 19,203

負債純資産合計 67,384 68,166

7



（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３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 56,913 54,099

売上原価 47,868 43,345

売上総利益 9,045 10,754

販売費及び一般管理費 9,654 9,402

営業利益又は営業損失（△） △609 1,351

営業外収益   

受取利息 13 7

受取配当金 105 98

受取賃貸料 128 77

負ののれん償却額 190 179

物品売却益 － 65

その他 110 73

営業外収益合計 548 502

営業外費用   

支払利息 449 453

社債発行費償却 23 34

金型処分損 51 42

賃貸収入原価 124 69

支払手数料 99 17

その他 191 137

営業外費用合計 939 756

経常利益又は経常損失（△） △1,000 1,097

特別利益   

投資有価証券売却益 414 －

固定資産売却益 － 2

その他 2 1

特別利益合計 416 4

特別損失   

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 1,491 290

投資有価証券評価損 108 0

賃貸借契約解約損 16 4

工業用水契約解約損 124 －

関係会社支援損 － 100

その他 79 0

特別損失合計 1,837 396

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,421 705

法人税、住民税及び事業税 122 122

法人税等調整額 △496 10

法人税等合計 △373 132

少数株主利益 32 30

当期純利益又は当期純損失（△） △2,080 543
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（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３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,911 5,911

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,911 5,911

資本剰余金   

前期末残高 4,932 4,931

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － △676

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △105

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △782

当期末残高 4,931 4,149

利益剰余金   

前期末残高 3,322 1,065

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － 676

剰余金の配当 △175 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,080 543

当期変動額合計 △2,256 1,219

当期末残高 1,065 2,285

自己株式   

前期末残高 △263 △266

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △266 △267

株主資本合計   

前期末残高 13,902 11,642

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △105

剰余金の配当 △175 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,080 543

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2,259 436

当期末残高 11,642 12,079
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20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 1,558 324

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,233 178

当期変動額合計 △1,233 178

当期末残高 324 503

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 112 △134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △247 106

当期変動額合計 △247 106

当期末残高 △134 △27

土地再評価差額金   

前期末残高 4,507 4,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,507 4,507

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,178 4,697

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,481 285

当期変動額合計 △1,481 285

当期末残高 4,697 4,982

少数株主持分   

前期末残高 2,327 2,134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △192 5

当期変動額合計 △192 5

当期末残高 2,134 2,140

純資産合計   

前期末残高 22,408 18,475

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △105

剰余金の配当 △175 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,080 543

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,673 291

当期変動額合計 △3,932 728

当期末残高 18,475 19,203
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（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３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20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（△）

△2,421 705

減価償却費 3,629 3,493

負ののれん償却額 △190 △179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △161 △31

賞与引当金の増減額（△は減少） △161 50

退職給付引当金の増減額（△は減少） △105 98

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △4

汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） △52 △49

受取利息及び受取配当金 △119 △106

支払利息 449 453

投資有価証券売却損益（△は益） △414 0

投資有価証券評価損益（△は益） 108 0

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） 18 △2

有形及び無形固定資産除却損 1,542 333

売上債権の増減額（△は増加） 1,766 △465

たな卸資産の増減額（△は増加） △160 890

前渡金の増減額（△は増加） 422 61

仕入債務の増減額（△は減少） △349 △511

割引手形の増減額（△は減少） △1,233 △1,073

その他 328 400

小計 2,895 4,064

利息及び配当金の受取額 117 107

利息の支払額 △451 △460

法人税等の支払額 △121 △117

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,439 3,594

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 △100 △200

定期預金の払戻による収入 600 200

有価証券の売却及び償還による収入 － 100

有価証券の取得による支出 △100 －

有形固定資産の取得による支出 △2,781 △3,886

有形固定資産の売却による収入 217 37

投資有価証券の取得による支出 △529 △63

投資有価証券の売却による収入 532 －

関係会社出資金の払込による支出 － △763

関係会社株式の取得による支出 － △250

貸付けによる支出 △189 △93

貸付金の回収による収入 81 148

その他 △132 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,401 △4,854
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △135 285

長期借入れによる収入 1,350 2,150

長期借入金の返済による支出 △859 △960

社債の発行による収入 3,296 1,546

社債の償還による支出 △2,901 △1,351

リース債務の返済による支出 － △78

自己株式の取得による支出 △3 △1

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △175 △105

少数株主への配当金の支払額 △139 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 432 1,477

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 470 214

現金及び現金同等物の期首残高 958 1,429

現金及び現金同等物の期末残高 1,429 1,644
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 該当事項はありません。  

   

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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

したが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

これにより、営業利益は７百万円増加しておりますが、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。 

  

（重要な資産の評価基準及び評価方法の変更） 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法により評価しておりまし

たが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ

66百万円減少しております。 

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。 

  

なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成21年６月17日提出）における記載から重要な変更がないため開示

を省略します。 

  

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「た

な卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ10,736百万円、701百万円、

3,158百万円であります。 

  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社及び連結子会社の機械装置について、平成20年度の法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した

結果、当連結会計年度より耐用年数の変更を行っております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益は、それぞれ４百万円減少しております。 

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。  

継続企業の前提に関する注記

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

表示方法の変更

追加情報
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

（百万円） 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

（百万円） 

 51,490  52,195

２ 偶発債務 ２ 偶発債務 

(1）連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金

に対する債務保証       （百万円） 

(1）連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金

に対する債務保証       （百万円） 

大阪アデリア株式会社  452

株式会社高田製作所  168

北洋硝子株式会社  134

計  754

大阪アデリア株式会社  357

株式会社高田製作所  135

北洋硝子株式会社  115

計  607

（百万円） （百万円） 

(2）受取手形割引高  891

(3）売却手形買戻義務  606

(2）受取手形割引高  424

    

３ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。 

３ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。なお、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末

残高に含まれております。 

（百万円） （百万円） 

受取手形  17

支払手形  19

割引手形  26

受取手形  12

支払手形  15

割引手形  17

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

  （百万円）

運賃  3,517

従業員給与及び賞与  1,686

賞与引当金繰入額  164

退職給付費用  182

役員退職慰労引当金繰入額  1

減価償却費  143

貸倒引当金繰入額  28

  （百万円）

運賃  3,331

従業員給与及び賞与  1,754

賞与引当金繰入額  165

退職給付費用  223

役員退職慰労引当金繰入額  0

減価償却費  153

貸倒引当金繰入額  35
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前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20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20千株は、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３千株は、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 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20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５千株は、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０千株は、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（千株） 

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  36,295  －  －  36,295

合計  36,295  －  －  36,295

自己株式         

普通株式（注）１，２  1,131  20  3  1,148

合計  1,131  20  3  1,148

  
（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６月18日 

定時株主総会 
普通株式  175 ５  平成20年３月20日 平成20年６月19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６月17日 

定時株主総会 
普通株式  105 資本剰余金 ３  平成21年３月20日 平成21年６月18日

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度 
減少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  36,295  －  －  36,295

合計  36,295  －  －  36,295

自己株式         

普通株式（注）１，２  1,148  5  0  1,153

合計  1,148  5  0  1,153

  
（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６月17日 

定時株主総会 
普通株式  105 ３   平成21年３月20日 平成21年６月18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６月15日 

定時株主総会 
普通株式  105 利益剰余金 ３   平成21年３月20日 平成21年６月16日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

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 

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 

（平成21年３月20日現在） （平成22年３月20日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定  972

有価証券勘定  556

預入期間が３ヶ月を超える譲

渡性預金 
 △100

現金及び現金同等物  1,429

  （百万円）

現金及び預金勘定  1,744

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
 △100

現金及び現金同等物  1,644

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

（1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

（1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び

運搬具 
 6,622  2,152  4,470

工具器具及び

備品 
 726  378  348

ソフトウェア  44  34  9

計  7,393  2,565  4,828

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び

運搬具 
 6,703  2,774  3,929

工具器具及び

備品 
 597  414  182

ソフトウェア  43  12  31

計  7,344  3,201  4,143

（2)未経過リース料期末残高相当額    （百万円） （2)未経過リース料期末残高相当額    （百万円） 

１年内  902

１年超  4,022

合計  4,925

１年内  643

１年超  3,589

合計  4,232

（3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（百万円） 

（3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

（百万円） 

支払リース料  1,120

減価償却費相当額  967

支払利息相当額  149

支払リース料  1,092

減価償却費相当額  926

支払利息相当額  168

（4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

① 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

（4)減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

① 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

② 利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

② 利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引    （百万円） 

（1)未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引    （百万円） 

（1)未経過リース料 

１年内  2

１年超  2

合計  5

１年内  336

１年超  4,017

合計  4,354
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前連結会計年度（平成21年３月20日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、時価のある株式について108百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

３．時価のない主な有価証券の内訳 

（注） 減損処理にあたっては、当該株式の実質価額が取得原価に比べ50％以上下落したときは、回復可能性があると認

められる場合を除き、減損処理を行っております。 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式  1,338  2,498  1,160

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,338  2,498  1,160

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式  1,454  1,088  △365

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  110  21  △88

(3）その他  192  149  △42

小計  1,756  1,259  △496

合計  3,095  3,758  663

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

 612  414  －

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  573

マネー・マネジメント・ファンド  436

譲渡性預金  100

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券         

 (1）国債・地方債等  －  －  －  －

 (2）社債  －  －  －  －

 (3）その他  21  －  －  －

２．その他  100  －  －  －

合計  121  －  －  －
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当連結会計年度（平成22年３月20日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、時価のある株式について０百万円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合には、全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につい

て減損処理を行っております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

３．時価のない主な有価証券の内訳 

（注） 減損処理にあたっては、当該株式の実質価額が取得原価に比べ50％以上下落したときは、回復可能性があると認

められる場合を除き、減損処理を行っております。 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

  

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式  1,827  3,359  1,531

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  1,827  3,359  1,531

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式  1,049  697  △351

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  194  156  △37

小計  1,243  853  △389

合計  3,070  4,213  1,142

売却額（百万円） 売却益の合計（百万円） 売却損の合計（百万円）

 436  －  0

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  576

  
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券         

 (1）国債・地方債等  －  －  －  －

 (2）社債  －  －  －  －

 (3）その他  －  －  －  －

２．その他  －  －  －  －

合計  －  －  －  －
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前連結会計年度（平成21年３月20日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

３．対象物が商品のスワップ取引とカラー取引は、従来繰延ヘッジ処理していたものを、ヘッジ会計終了に伴い

時価評価したことに関連して発生したものであります。 

４．他社株転換条項付社債の契約額等については、額面金額を記載しております。 

  

当連結会計年度（平成22年３月20日） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

（注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

  

（デリバティブ取引関係）

区分 対象物の種類 取引の種類 契約額等
契約額等の
うち１年超 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以

外の取引 

金利 スワップ取引 百万円1,000 百万円1,000  3  3

商品 スワップ取引 千バレル20 －  9  9

商品 カラー取引 千バレル20 －  6  6

有価証券 他社株転換条項付社債 百万円110 －  21  △88

区分 対象物の種類 取引の種類 契約額等
契約額等の
うち１年超 

時価 
（百万円） 

評価損益
（百万円） 

市場取引以

外の取引 
金利 スワップ取引 百万円1,000 1,000  4  4
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１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。ま

た、当社は従業員の退職に際して、割増退職金を支払う場合があります。 

なお、当社は平成21年10月１日をもって、適格退職年金制度から確定給付年金制度に移行しております。 

  

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注） 連結子会社は退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

 （注） 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、（1）勤務費用に計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（退職給付関係）

  
前連結会計年度

（平成21年３月20日） 
当連結会計年度

（平成22年３月20日） 

  (1）退職給付債務（百万円）  △7,409  △6,841   

  (2）年金資産（百万円）  2,395  2,491   

  (3）未積立退職給付債務（百万円）(1）＋(2）  △5,013  △4,349   

  (4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  541  270   

  (5）未認識数理計算上の差異（百万円）  705  214   

  (6）退職給付引当金（百万円）(3）＋(4）＋(5）  △3,766  △3,865   

  
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

  退職給付費用       

  (1）勤務費用（百万円）  436  399   

  (2）利息費用（百万円）  123  117   

  (3）期待運用収益（百万円）  △46  △37   

  (4）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  39  95   

  (5）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円）  270  270   

  
(6）退職給付費用（百万円） 

(1）＋(2）＋(3）＋(4）＋(5） 
 824  846   

  
前連結会計年度

（平成21年３月20日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月20日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2）割引率（％）  2.0 同左 

(3）期待運用収益率（％）  2.0 同左 

(4）数理計算上の差異の処理年数 10年 同左 

  

（発生時の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数による定額法により

翌連結会計年度から費用処理すること

としております。） 

  

(5）会計基準変更時差異の処理年数 10年 同左 
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産 （百万円）

繰越欠損金  3,124

退職給付引当金  1,521

減価償却費  486

汚染負荷量引当金  285

投資有価証券評価損  277

たな卸資産評価損  240

賞与引当金  196

長期未払金  118

未払社会保険料  45

会員権評価損  41

その他  237

繰延税金資産小計  6,575

評価性引当額  △3,639

繰延税金資産合計  2,936

繰延税金負債   

資産評価差額金  △563

繰延ヘッジ損益  △0

その他有価証券評価差額金  △321

その他  △10

繰延税金負債合計  △895

繰延税金資産の純額  2,040

繰延税金資産 （百万円）

繰越欠損金  1,645

退職給付引当金  1,562

減価償却費  409

投資有価証券評価損  277

汚染負荷量引当金  265

賞与引当金  216

たな卸資産評価損  193

長期未払金  114

未払社会保険料  49

会員権評価損  4

その他  131

繰延税金資産小計  4,870

評価性引当額  △2,022

繰延税金資産合計  2,848

繰延税金負債   

資産評価差額金  △563

繰延ヘッジ損益  △1

その他有価証券評価差額金  △554

その他  △1

繰延税金負債合計  △1,121

繰延税金資産の純額  1,726

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。        （百万円） 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。        （百万円） 

流動資産 ―― 繰延税金資産  844

固定資産 ―― 繰延税金資産  1,962

固定負債 ―― 繰延税金負債  △765

流動資産 ―― 繰延税金資産  669

固定資産 ―― 繰延税金資産  1,793

固定負債 ―― 繰延税金負債  △735

なお、上記のほか再評価に係る繰延税金負債 百

万円が計上されております。 

3,477 なお、上記のほか再評価に係る繰延税金負債 百

万円が計上されております。 

3,477

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（％） （％） 

法定実効税率 40.6

（調整）   

評価性引当額の増減 △24.7

住民税均等割 △1.2

交際費 △2.0

受取配当金 0.5

負ののれん償却 3.2

受取配当金連結消去に伴う影響額 △1.1

その他 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.4

法定実効税率 40.6

（調整）   

評価性引当額の増減 △30.8

住民税均等割 4.2

交際費 7.4

受取配当金 △1.8

負ののれん償却 △10.2

受取配当金連結消去に伴う影響額 3.6

関係会社支援損 5.8

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等の負担率 18.8
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前連結会計年度（自 平成20年３月21日  至 平成21年３月20日） 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月21日  至 平成22年３月20日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、製品の種類・性質等の類似性及び当社グループの損益集計区分を考慮して決定しております。 

２．各事業の主要な製品 

３．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．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（前連結会計年度末4,042百万円、当連結会計年度末4,986

百万円）の主なものは、当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部

門に係る資産等であります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ガラス容器
関連事業 
（百万円） 

他素材容器
関連事業 
（百万円） 

その他の事
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  29,251  24,713  2,948  56,913  －  56,913

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 655  466  504  1,626 (    )1,626  －

計  29,906  25,180  3,452  58,540 (    )1,626  56,913

営業費用  30,582  25,017  3,551  59,151 (    )1,628  57,522

営業利益又は営業損失（△）  △675  162  △98  △611  1  △609

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  37,421  21,639  7,237  66,298  1,085  67,384

減価償却費  1,934  1,504  190  3,629  －  3,629

資本的支出  2,464  1,310  94  3,870  －  3,870

  
ガラス容器
関連事業 
（百万円） 

他素材容器
関連事業 
（百万円） 

その他の事
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  28,239  23,389  2,470  54,099  －  54,099

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 587  497  356  1,441 (   )1,441  －

計  28,826  23,887  2,826  55,540 (   )1,441  54,099

営業費用  28,421  22,813  2,969  54,204 (   )1,456  52,748

営業利益又は営業損失（△）  404  1,073  △143  1,335  15  1,351

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  37,402  21,564  7,117  66,085  2,080  68,166

減価償却費  1,817  1,521  154  3,493  －  3,493

資本的支出  1,088  1,300  464  2,853  －  2,853

事業区分 主要製品

ガラス容器関連事業 

洋雑酒びん、ビールびん、飲料水びん、食料調味料びん、コーヒーびん、

牛乳びん、清酒びん、化粧品びん、薬びん、王冠、鉢皿類、コップ、貯蔵

びん 

他素材容器関連事業 
紙容器、同容器に係る充填機械 

ペットボトル、ペットプリフォーム 

その他の事業 抗菌剤、高強度ガラス、キャップ、ブロー成形機、検査機器 
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５．会計方針の変更 

 （当連結会計年度） 

リース取引に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「他素材容器関連事業」で営業費用が７百万円減少し、営業利益が同

額増加しておりますが、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。  

  

棚卸資産の評価に関する会計基準 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「その他の事業」で営業費用が66百万円増加し、営業利益が同額減少

しております。 

  

有形固定資産の耐用年数の変更 

「追加情報」に記載のとおり、当社及び連結子会社の機械装置について、平成20年度の法人税法の改正を契

機として資産の利用状況等を見直した結果、当連結会計年度より耐用年数の変更を行っております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、ガラス容器関連事業で５百万円、

その他の事業で４百万円それぞれ減少し、他素材容器関連事業で４百万円増加しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

 本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 本邦以外の国または地域に連結子会社及び在外支店は存在しないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（開示の省略） 

 関連当事者との取引、ストックオプション等、企業結合等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いたします。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

１株当たり純資産額 円 銭464 93

１株当たり当期純損失金額 円 銭59 18

１株当たり純資産額 円 銭485 54

１株当たり当期純利益金額 円 銭15 46

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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

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。 

  
前連結会計年度

(自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度
(自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日) 

当期純利益又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 △2,080  543

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当期純損

失（△）（百万円） 
 △2,080  543

期中平均株式数（千株）  35,155  35,144

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

―――― ―――― 
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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20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 445 601

受取手形 757 1,414

売掛金 7,246 7,946

商品 1,136 －

製品 5,919 －

原材料 484 －

商品及び製品 － 6,145

仕掛品 496 196

貯蔵品 1,261 －

原材料及び貯蔵品 － 1,774

前渡金 62 40

前払費用 46 10

繰延税金資産 505 412

未収入金 739 1,299

関係会社短期貸付金 1,183 255

デリバティブ資産 16 4

その他 179 178

貸倒引当金 △37 △9

流動資産合計 20,442 20,270

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,870 14,029

減価償却累計額 △7,441 △7,812

建物（純額） 6,429 6,217

構築物 2,124 2,136

減価償却累計額 △1,512 △1,550

構築物（純額） 612 585

機械及び装置 31,644 30,709

減価償却累計額 △26,205 △25,746

機械及び装置（純額） 5,438 4,963

車両運搬具 268 250

減価償却累計額 △239 △229

車両運搬具（純額） 29 21

工具、器具及び備品 4,557 4,165

減価償却累計額 △3,461 △3,265

工具、器具及び備品（純額） 1,095 900

土地 10,266 10,568

建設仮勘定 183 1

有形固定資産合計 24,056 23,257

無形固定資産   

ソフトウエア 15 10

電話加入権 8 8

その他 0 0

無形固定資産合計 24 18
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,224 3,743

関係会社株式 7,131 7,381

出資金 0 0

関係会社出資金 4 768

従業員に対する長期貸付金 0 0

関係会社長期貸付金 116 95

破産更生債権等 20 9

長期前払費用 3 3

繰延税金資産 1,414 1,394

保険積立金 74 87

その他 342 348

貸倒引当金 △51 △44

投資その他の資産合計 12,282 13,788

固定資産合計 36,363 37,064

繰延資産   

社債発行費 120 146

繰延資産合計 120 146

資産合計 56,926 57,481

負債の部   

流動負債   

支払手形 461 337

買掛金 8,190 8,764

短期借入金 8,325 7,467

1年内返済予定の長期借入金 856 2,692

1年内償還予定の社債 685 935

未払金 1,940 425

未払費用 2,041 1,799

未払法人税等 19 42

未払消費税等 － 289

前受金 21 50

預り金 339 284

賞与引当金 301 349

設備関係支払手形 239 191

流動負債合計 23,422 23,628

固定負債   

社債 7,204 7,698

長期借入金 4,562 3,990

関係会社長期借入金 － 70

長期未払金 262 258

再評価に係る繰延税金負債 3,477 3,477

退職給付引当金 2,794 2,848

汚染負荷量引当金 704 655

その他 4 65

固定負債合計 19,010 19,064

負債合計 42,433 42,693
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,911 5,911

資本剰余金   

資本準備金 2,957 2,957

その他資本剰余金 1,957 1,175

資本剰余金合計 4,915 4,133

利益剰余金   

利益準備金 1 1

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △676 217

利益剰余金合計 △675 219

自己株式 △307 △308

株主資本合計 9,843 9,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 142 342

繰延ヘッジ損益 0 △15

土地再評価差額金 4,507 4,507

評価・換算差額等合計 4,650 4,834

純資産合計 14,493 14,788

負債純資産合計 56,926 57,481
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高   

製品売上高 28,474 24,597

商品売上高 25,582 26,334

売上高合計 54,057 50,932

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 6,390 7,055

当期製品製造原価 24,745 18,468

当期商品仕入高 24,603 24,989

合計 55,740 50,513

他勘定振替高 263 185

商品及び製品期末たな卸高 7,055 6,145

売上原価合計 48,421 44,182

売上総利益 5,635 6,749

販売費及び一般管理費   

販売費 4,181 3,857

一般管理費 2,596 2,585

販売費及び一般管理費合計 6,778 6,443

営業利益又は営業損失（△） △1,143 306

営業外収益   

受取利息 35 5

受取配当金 270 191

受取賃貸料 641 837

その他 54 114

営業外収益合計 1,001 1,149

営業外費用   

支払利息 209 219

社債利息 148 126

社債発行費償却 21 27

手形売却損 27 15

金型処分損 50 41

賃貸収入原価 292 467

支払手数料 99 16

その他 144 113

営業外費用合計 993 1,028

経常利益又は経常損失（△） △1,135 426

特別利益   

投資有価証券売却益 414 －

貸倒引当金戻入額 － 23

その他 2 2

特別利益合計 416 26

特別損失   

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 1,372 254

投資有価証券評価損 108 0

工業用水契約解約損 124 －

関係会社支援損 － 100

その他 79 0

特別損失合計 1,703 356

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,421 96

法人税、住民税及び事業税 14 14

法人税等調整額 △409 △136
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法人税等合計 △395 △121

当期純利益又は当期純損失（△） △2,026 217
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（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３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,911 5,911

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,911 5,911

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,957 2,957

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,957 2,957

その他資本剰余金   

前期末残高 1,957 1,957

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

－ △676

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △105

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △782

当期末残高 1,957 1,175

資本剰余金合計   

前期末残高 4,915 4,915

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

－ △676

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △105

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △782

当期末残高 4,915 4,133
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1 1

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1 1

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,525 △676

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余
金への振替

－ 676

剰余金の配当 △175 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,026 217

当期変動額合計 △2,202 894

当期末残高 △676 217

利益剰余金合計   

前期末残高 1,526 △675

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金へ
の振替

－ 676

剰余金の配当 △175 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,026 217

当期変動額合計 △2,202 894

当期末残高 △675 219

自己株式   

前期末残高 △305 △307

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 △307 △308

株主資本合計   

前期末残高 12,048 9,843

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への
振替

－ －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △105

剰余金の配当 △175 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,026 217

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2,205 111

当期末残高 9,843 9,954
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20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 1,292 142

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,149 199

当期変動額合計 △1,149 199

当期末残高 142 342

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 112 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 △15

当期変動額合計 △112 △15

当期末残高 0 △15

土地再評価差額金   

前期末残高 4,507 4,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,507 4,507

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,912 4,650

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,262 183

当期変動額合計 △1,262 183

当期末残高 4,650 4,834

純資産合計   

前期末残高 17,960 14,493

当期変動額   

その他資本剰余金から繰越利益剰余金への振
替

－ －

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △105

剰余金の配当 △175 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,026 217

自己株式の取得 △3 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,262 183

当期変動額合計 △3,467 295

当期末残高 14,493 14,788
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該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記
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