
  

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年３月21日～平成23年９月20日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年３月21日～平成24年３月20日） 
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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 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期  30,564  2.8  954  △8.2  910  △2.8  460  －

23年３月期第２四半期  29,727  －  1,040  －  936  －  25  －

  
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 

24年３月期第２四半期  13  12  －      

23年３月期第２四半期  0  73  －      

  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 

24年３月期第２四半期  67,975  18,749  24.3  470  93

23年３月期  67,123  18,461  24.3  463  76

（参考）自己資本 24年３月期第２四半期 16,545百万円 23年３月期 16,294百万円

  
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 

23年３月期 －      －     －     4 00  4  00

24年３月期 －      －      
24年３月期（予想）  －     4 00  4  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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 
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  57,300  2.3  1,150  △8.7  1,050  4.2  550  －  15  65

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無

(公)財務会計基準機構会員



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」をご覧ください。） 

新規       －社  （社名）                       除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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、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。 

業績予想に関連する事項は２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧くださ

い。 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無

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） 24年３月期２Ｑ 36,295,543株 23年３月期 36,295,543株 

②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 1,161,425株 23年３月期 1,159,565株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 35,134,944株 23年３月期２Ｑ 35,140,391株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興に向けた回復がみられるものの、原発事

故に伴う電力供給の問題、欧米における金融不安の拡大と円高、中東・北アフリカの政情不安による原油価格の高

止まりなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のなか、当社グループは、５年～１０年先を見据え、自ら変革し続け、グループ力を結集して

『経営基盤を強化する』をコンセプトに、当期を２年度目とする「石塚硝子グループ中期経営計画」（ＩＳＨＩＺ

ＵＫＡイノベーション'78）の実行に取り組んでまいりました。 

売上高につきましては、グループ全体の売上高は30,564百万円（前年同四半期比2.8％増）となりました。ま

た、利益につきましては、原燃料を中心とする諸資材価格の高騰などにより、営業利益は954百万円（前年同四半

期比8.2％減）、経常利益は910百万円（前年同四半期比2.8％減）、四半期純利益は460百万円（前年同四半期は四

半期純利益25百万円）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、震災の影響により一時的に出荷が増加しましたが夏場以降は天候不順もあり低迷し、売上高は

ほぼ前年同四半期並みの9,626百万円となりました。 

②ハウスウェア関連 

ハウスウェアは、貯蔵壜を始め一般市販品の売上が減少したものの、企業向けの景品受注や中近東向けの輸出

が伸長し、売上高は5,012百万円となりました。 

③紙容器関連 

紙容器は、夏場以降は猛暑効果があった前年同四半期と比較して伸び悩んだものの、震災直後の受注が大幅に

増加したことと拡販活動により、売上高は5,056百万円となりました。 

④プラスチック容器関連 

プラスチック容器は、震災影響と積極的な拡販活動により出荷本数は増加しましたが、軽量化に伴う販売単価

の低下により、売上高は8,862百万円となりました。 

⑤その他 

アドバンストガラスは、抗菌剤の出荷が順調に推移しました。また、機器販売は紙容器関連の小型充填機の大

型受注があり、売上高は2,005百万円となりました 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末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223百万円増加し、1,187百万円となりました。 

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、2,363百万円（前年同四半期は2,168百万円の資金増加）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861百万円、減価償却費1,620百万円及び仕入債務の増加549百万円に

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472百万円によるものです。 

（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、2,113百万円（前年同四半期は1,583百万円の資金減少）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1,796百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果減少した資金は、23百万円（前年同四半期は10百万円の資金増加）となりました。これは主に、

長期借入金の返済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24年３月期の業績予想につきましては、平成23年９月29日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益に影響はありませんが、税金等調整前四半期純利益は、18百万円減少して

おります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は18百万円であります。 

  

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

  

  

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,987 1,763

受取手形及び売掛金 11,886 11,416

有価証券 100 100

商品及び製品 8,377 8,883

仕掛品 261 375

原材料及び貯蔵品 3,725 3,299

その他 1,177 1,266

貸倒引当金 △26 △33

流動資産合計 27,488 27,071

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,704 7,939

機械装置及び運搬具（純額） 7,451 7,705

土地 13,363 13,363

その他（純額） 3,221 2,450

有形固定資産合計 31,741 31,459

無形固定資産 24 26

投資その他の資産   

投資有価証券 4,582 4,563

その他 4,037 3,901

貸倒引当金 △70 △89

投資その他の資産合計 8,549 8,375

固定資産合計 40,314 39,861

繰延資産 172 190

資産合計 67,975 67,123
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,234 5,684

短期借入金 11,655 11,883

1年内償還予定の社債 1,691 1,767

未払法人税等 186 86

賞与引当金 679 615

その他 4,359 4,511

流動負債合計 24,806 24,548

固定負債   

社債 8,664 9,259

長期借入金 5,764 4,595

退職給付引当金 3,932 3,972

役員退職慰労引当金 22 21

汚染負荷量引当金 588 609

負ののれん 43 166

その他 5,403 5,488

固定負債合計 24,419 24,113

負債合計 49,226 48,662

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 1,829 1,508

自己株式 △268 △267

株主資本合計 11,621 11,301

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 541 550

繰延ヘッジ損益 △124 △64

土地再評価差額金 4,507 4,507

評価・換算差額等合計 4,923 4,993

少数株主持分 2,204 2,166

純資産合計 18,749 18,461

負債純資産合計 67,975 67,123
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（２）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22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 29,727 30,564

売上原価 23,666 24,962

売上総利益 6,060 5,601

販売費及び一般管理費 5,020 4,646

営業利益 1,040 954

営業外収益   

受取利息 6 11

受取配当金 80 80

受取賃貸料 53 54

負ののれん償却額 89 122

その他 35 54

営業外収益合計 265 324

営業外費用   

支払利息 231 216

その他 138 152

営業外費用合計 369 369

経常利益 936 910

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 9

その他 － 0

特別利益合計 － 10

特別損失   

固定資産除却損 314 28

投資有価証券評価損 710 12

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18

その他 0 0

特別損失合計 1,025 59

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△89 861

法人税、住民税及び事業税 241 157

法人税等調整額 △406 191

法人税等合計 △164 349

少数株主損益調整前四半期純利益 － 511

少数株主利益 50 50

四半期純利益 25 460
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年６月21日 
 至 平成23年９月20日) 

売上高 15,453 15,473

売上原価 12,119 12,765

売上総利益 3,334 2,707

販売費及び一般管理費 2,634 2,277

営業利益 699 429

営業外収益   

受取利息 3 5

受取配当金 67 67

受取賃貸料 26 25

負ののれん償却額 44 61

その他 13 25

営業外収益合計 155 185

営業外費用   

支払利息 117 108

為替差損 － 52

その他 86 46

営業外費用合計 203 207

経常利益 651 407

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 9

その他 － 0

特別利益合計 7 10

特別損失   

固定資産除却損 313 2

投資有価証券評価損 710 12

その他 0 －

特別損失合計 1,024 14

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△365 403

法人税、住民税及び事業税 167 110

法人税等調整額 △454 8

法人税等合計 △286 119

少数株主損益調整前四半期純利益 － 283

少数株主利益 24 34

四半期純利益又は四半期純損失（△） △102 248
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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22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△89 861

減価償却費 1,697 1,620

負ののれん償却額 △89 △122

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △25

賞与引当金の増減額（△は減少） 65 64

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30 △39

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13 0

汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） △22 △21

受取利息及び受取配当金 △87 △91

支払利息 231 216

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 335 28

投資有価証券評価損益（△は益） 710 12

売上債権の増減額（△は増加） △2,862 △472

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,383 194

仕入債務の増減額（△は減少） 1,482 549

割引手形の増減額（△は減少） △424 －

未払費用の増減額（△は減少） 235 △203

その他 △25 △41

小計 2,523 2,527

利息及び配当金の受取額 84 98

利息の支払額 △226 △216

法人税等の支払額 △213 △45

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,168 2,363

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 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 △809 △1,796

有形固定資産の売却による収入 0 26

投資有価証券の取得による支出 △126 △11

投資有価証券の売却による収入 2 0

関係会社出資金の払込による支出 － △201

貸付けによる支出 △627 △162

貸付金の回収による収入 12 12

その他 △35 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,583 △2,113
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20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） △410 －

長期借入れによる収入 2,500 2,750

長期借入金の返済による支出 △2,148 △1,808

社債の発行による収入 1,555 244

社債の償還による支出 △1,300 △921

リース債務の返済による支出 △79 △145

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △105 △140

少数株主への配当金の支払額 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 10 △23

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 589 223

現金及び現金同等物の期首残高 1,644 963

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,233 1,187
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該当事項はありません。  

  

（セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年９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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年９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。 

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年９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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 

 売上高             

 （1）外部顧客に対する売上高  14,706  13,685  1,335  29,727  －  29,727

 （2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 352  333  232  918 （ 918)  －

計   15,059  14,019  1,567  30,645 （ 918)  29,727

営業利益又は営業損失（△）   313  747  △19  1,042 （  )1  1,040

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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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、経営意思決定

機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、ガラスびん・ハウスウェア・紙容器・プラスチック容器の製造・販売、並びにこれに関連した

事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、これらの事業活動から「ガラスびん関連事業」・「ハウスウェア関連事業」・「紙容器関

連事業」・「プラスチック容器関連事業」の４つを報告セグメントとしております。 

「ガラスびん関連事業」は、ガラス製容器等を製造・販売しております。「ハウスウェア関連事業」は、ガラス

製食器等を製造・販売しております。「紙容器関連事業」は、紙容器及び同容器に係わる充填機械を製造・販売し

ております。「プラスチック容器関連事業」は、ＰＥＴプリフォーム等を製造・販売しております。 

  

２．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 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月21日 至 平成23年９月20日） 

（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25百万円には、セグメント間取引消去28百万円、たな卸資

産の調整額△２百万円、その他△１百万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。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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４）

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  9,626  5,012 5,056 8,862 28,558  2,005  30,564  －  30,564

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 0  11 － 334 346  2,854  3,200  △3,200  －

計  9,627  5,023 5,056 9,196 28,904  4,860  33,764  △3,200  30,564

セグメント利益又は損

失（△） 
 62  108 305 490 967  △37  929  25  954

（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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