
平成25年３月期 決算短信［日本基準］（連結） 

平成25年４月24日

上場会社名      石塚硝子株式会社                   上場取引所  東証一部・名証一部

コード番号       5204                           ＵＲＬ http://www.ishizuka.co.jp

代表者          （役職名）代表取締役社長  （氏名）山中 昭廣 

問合せ先責任者 （役職名）執行役員財務部長 （氏名）北山 聡     ＴＥＬ (0587)37－2111 

定時株主総会開催予定日   平成25年６月18日                       配当支払開始予定日  平成25年６月19日

有価証券報告書提出予定日  平成25年６月18日 

決算補足説明資料作成の有無    ：無 

決算説明会開催の有無       ：有 
（百万円未満切捨て）

１．平成25年３月期の連結業績（平成24年３月21日～平成25年３月20日） 

（注）包括利益 25年３月期 百万円 （ ％） 24年３月期 百万円 （ ％） 

（参考） 持分法投資損益 25年３月期 百万円 24年３月期 百万円 

（2）連結財政状態 

（参考） 自己資本 25年３月期 百万円 24年３月期 百万円 

（3）連結キャッシュ・フローの状況 

  

２．配当の状況 

  

３．26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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

      

（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 ％

25年３月期  56,465  △0.8 914 49.7 1,042  74.5 64 －

24年３月期  56,900  1.6 611 △51.5 597  △40.7 △412 －

1,079 235.8 321 －

  
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 ％ ％ ％

25年３月期   1  84  －  0.4  1.5  1.6

24年３月期 △11  73  －  △2.5  0.9  1.1

－ －

  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

25年３月期  70,044  19,532  24.5 489  94 

24年３月期  68,948  18,620  23.8 466  23 

17,164 16,380

  
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

25年３月期  3,226  △4,413  977  1,626

24年３月期  3,890  △4,019  559  1,688

  
年間配当金 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 ％ ％

24年３月期  －  －  － 4 00 4 00  140  △34.1  0.9

25年３月期  －  －  － 3  00 3  00  105  163.0  0.6

26年３月期（予想）  －  －  － 3 00 3 00    70.3  

  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） 30,000  0.8 600 △21.9 350 △26.4  100  △27.1 2    85 

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



※ 注記事項 

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

    

（3）発行済株式数（普通株式） 

  

（参考）個別業績の概要 

１．平成25年３月期の個別業績（平成24年３月21日～平成25年３月20日） 

  

  

（2）個別財政状態 

（参考） 自己資本 25年３月期 百万円 24年３月期 百万円 

  

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。 

  

※ 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） 

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、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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧

ください。 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

② ①以外の会計方針の変更： 無

③ 会計上見積りの変更： 無

④ 修正再表示： 無

  ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 株36,295,543 24年３月期 株36,295,543

  ② 期末自己株式数 25年３月期 株1,262,809 24年３月期 株1,162,618

  ③ 期中平均株式数 25年３月期 株35,121,001 24年３月期 株35,134,036

（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 ％

25年３月期  52,678  △1.5 59 △45.9 705  55.3 143 －

24年３月期  53,488  1.6 109 △48.6 454  38.3 △266 －

  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

25年３月期 4     09  －

24年３月期 △7     58  －

  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

25年３月期  61,588  17,342  28.2 495    05 

24年３月期  61,169  16,625  27.2 473    22 

17,342 16,625
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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、欧州債務危機や中国の景気減速懸念等のなか、昨年末の政権交代をきっか

けとした金融緩和政策拡大の期待から円安・株価上昇の兆しもみられましたが、依然として先行き不透明な状況で推

移しました。 

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 終年度とする「石塚硝子グループ中期経営計画」（ＩＳＨＩＺＵＫＡ

イノベーション'78）の達成に向けて取り組んでまいりました。 

売上高につきましては、ＰＥＴプリフォームの新規販路での売上が大幅に増加したものの、昨年の震災の影響で一

時的に増加したびん・紙容器需要が減少し、グループ全体の売上高は56,465百万円(前期比0.8％減）となりました。

利益面につきましては、原燃料を中心とした諸資材価格が高止まりするなかで、全社を挙げた徹底したコスト削減

努力により、連結の営業利益は前期比49.7％増の914百万円、経常利益は円安による為替差益等により前期比74.5％

増の1,042百万円となりました。 終利益につきましては、円安による主要原燃料の高騰により次期以降の業績が更

に厳しくなると予測されるため、税効果会計における繰延税金資産を取崩し、結果、当期純利益は64百万円（前期は

412百万円の当期純損失）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。 

  

【ガラスびん関連】 

ガラスびんは、震災復興に関連し東北向けの需要が底堅く推移したほか、拡販に注力してきた清酒びんの出荷が増

加しましたが、飲料びんの出荷が減少した影響などから、売上高は18,719百万円（前期比1.4％減）となりました。 

  

【ハウスウェア関連】 

ハウスウェアは、料飲店向けが堅調に推移し、また中国子会社の販売も増加したものの、企業向け景品や輸出が伸

び悩み、売上高は8,473百万円（前期比0.8％減）となりました。 

  

【紙容器関連】 

紙容器は、震災の影響により前期の売上高が大幅に増加したことの反動や、バリアカートン市場の競争激化などに

より、売上高は7,716百万円（前期比13.8％減）となりました。 

  

【プラスチック容器関連】 

プラスチック容器は、自販機用容器が缶からＰＥＴボトルへの置換が一部進むなか、プリフォーム生産設備のスク

ラップ＆ビルドによる増産体制も整い、自販機向け小型ＰＥＴボトルや新規売上先への出荷が大幅に伸長したことな

どから、売上高は18,454百万円（前期比10.1％増）となりました。 

  

【その他】 

アドバンストガラスは、抗菌剤の出荷はほぼ前期並みに推移したものの、各種容器検査機の受注が減少し、売上高

は3,101百万円（前期比15.2％減）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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次期の見通しにつきましては、わが国経済は、金融緩和をはじめとした政策等を背景に、徐々に景気回復への期待

感が高まってきておりますが、一方で円安による諸資材価格の高騰などの懸念から、景気の先行きは依然として不透

明な状況が続くことが予想され、また、個人消費につきましても生活防衛意識は依然として強く、厳しい市況が続く

ものと思われます。 

このような状況のなか、他社より少しでも先んじた価値ある製品を供給し、少しでも質の高いサービスを提供する

ことを徹底的に追求し、生産性の抜本的向上に取り組むとともに、聖域なきコストダウンに邁進し、業績の向上を図

ってまいります。 

  

【ガラスびん関連】 

びん需要が減少するなか、多品種小ロット生産体制の構築と生産性の向上により、売上高の維持・拡大と品質向上

を追求してまいります。併せて、原燃料及び電力価格高騰のなか、販売価格の見直しと効率的な人員活用によるスリ

ム化・設備合理化による省人化・物流ラインの見直しなどの徹底したコスト低減を推進し、収益改善を目指してまい

ります。 

これらにより、売上高は、前期比1.7％減の18,400百万円を予定しております。 

  

【ハウスウエア関連】 

諸資材価格高騰による製造コストアップのなか、競争激化による販売価格ダウンが見込まれるため、より収益性を

重視した運営を図ってまいります。また、中国子会社の事業安定化を目指し、生産性の改善に注力するとともに、樹

脂パーツとの組合せ商品等を軸とした付加価値商品の開発を推し進め、国内外への拡販活動を進めてまいります。 

これらにより、売上高は前期比3.9％増の8,800百万円を予定しております。 

  

【紙容器関連】 

急激な円安による原紙価格の高騰等の環境下で、競合他社との競争が更に激化すると予想されますが、為替の変動

に応じた販売価格の見直しとシェアの回復に注力し収益の改善を図ってまいります。 

これらにより、売上高は、前期比6.3％増の8,200百万円を予定しております。 

  

【プラスチック容器関連】 

個人消費の停滞が見込まれるなか、嗜好品であるＰＥＴ清涼飲料は、従来のような大きな需要伸長は期待できない

ものと予測されます。このような状況のなか、ローコスト・高品質の生産体制を更に推進し、新規販路の拡大ととも

に収益力の向上を追求してまいります。 

これらにより、売上高は、前期比5.1％増の19,400百万円を予定しております。 

  

【その他】 

機能性ガラスでは、抗菌剤は廉価かつ銀価格に左右されない新たな機能剤の開発を推し進め、当社製抗菌剤が世界

でも「オンリーワン」であることの利点を生かして国内外のマーケットに向け販路拡大を図ってまいります。 

これらにより、売上高は、前期比3.2％増の3,200百万円を予定しております。 

  

以上により、次期の連結売上高は58,000百万円(前期比2.7％増)を予定しております。他方、利益面については、

円安による諸資材価格の高騰などを踏まえ、営業利益900百万円、経常利益550百万円、当期純利益150百万円を予定

しております。 
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 (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70,044百万円（前期末比1,096百万円増）となりまし

た。負債合計は50,512百万円（前期末比184百万円増）、純資産合計は19,532百万円（前期末比911百万円増）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（以下「資金」という。）は、前期末に比べ62百万円減少し、

1,626百万円となりました。 

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、3,226百万円（前年同期は3,890百万円の資金増加）となりました。資金増加の

主な要因としましては、税金等調整前当期純利益961百万円、減価償却費4,015百万円によるものです。 

一方、資金減少の主な要因としましては、たな卸資産の増加714百万円、仕入債務の減少121百万円によるもので

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、4,413百万円（前年同期は4,019百万円の資金減少）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4,570百万円によるものです。 

（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、977百万円（前年同期は559百万円の資金増加）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３円とさせていただく予定であります。 

  平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

①自己資本比率（％）  24.3  23.8  24.5

②時価ベースの自己資本比率  7.6  8.2  8.3

③債務償還年数（年）  4.7  7.3  9.4

④インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍）  13.4  8.5  6.7
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（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」「 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2.0％以上を掲げております。 

  

（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 

当社グループの経営を取り巻く環境が更に厳しくなることを覚悟し、第79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んだという決意を示す「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』に取り組んでまいります。 

  

基本方針 

①技術力の再興と強化 

既存事業における技術的課題解決に取り組み、生産性の向上と他社に負けない品質の作り込みを図るととも

に、新事業に資する技術開発に取り組みます。 

  

②有利子負債の削減 

「業績確保」・「棚卸資産圧縮」・「設備投資の選別」を三本柱として有利子負債を削減し財務体質を強化し

ます。 

  

③経営効率の向上 

全部門において業務の徹底的な棚卸しと仕分けによる組織のスリム化を実現し、組織間の壁を取り払い、経営

システムの変革を行なうことで業務の効率と課題解決のスピードを向上させます。 

  

④現場力の強化＝『人財』の育成 

現場力の強化は人財の育成と同義であり、そのための重要な手段である小集団活動と創意工夫提案制度の更な

る活性化に注力し、一人ひとりの課題解決力を向上させます。 

  

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。 

  

【ガラスびん関連】 

縮小する市場の中で戦略的営業活動により一定の成果をあげてまいりました。その一方で原燃料等諸資材が高騰

し、今後３ヵ年においてもその動向は不透明と言わざるを得ません。このような外部環境変化に対応していくため

に、多品種少量生産システムの確立に邁進し、生産性の向上により原価低減を図るとともに、お客様に選ばれる品

質を確保し、縮小する市場の中で一定量の販売を維持します。 

  

【ハウスウェア関連】 

当社初の海外生産拠点である中国工場を立ち上げ、国際競争力に耐えうる事業体制の構築を目指してまいりまし

た。販売面では円高進行による日本市場への輸入品の流入が加速し、輸出では不安定な中東情勢による影響を受け

ました。来る３ヵ年においては、それぞれの特長をもつ国内２工場と中国工場の３工場全体での 適生産体制を構

築するとともに、マーケティング力を強化し、個々の市場に適合する製品の開発に取組みます。 

  

【紙容器関連】 

景気低迷に加えて、東日本大震災以降牛乳をはじめとする飲料販売の落ち込みが顕著となり、当社紙容器の販売

も伸び悩みました。新印刷機の導入による生産性の向上によりコスト競争力を強化し、収益力を高めるとともに新

製品等の投入により市場シェアの拡大を目指します。 

２．経営方針
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【プラスチック容器関連】 

プリフォーム生産体制のスクラップ＆ビルドによる増産体制整備をはじめとして、事業の維持・拡大を図ってま

いりました。これらによりコスト競争力が向上したことに加えて、品質保証体制を強化し、積極的な拡販活動を推

進したことなどにより一定の成果を得ることができました。次期３ヵ年においては、ペットボトルリサイクル事業

へも参入し、プリフォーム事業の付加価値を高めると共に、更なる拡大を図ってまいります。 

  

【その他】 

アドバンストガラスは、有機材から無機材への流れのなか、海外市場向けの抗菌剤の出荷が順調に推移してお

り、更なる販路拡大を図ります。金属キャップ等、その他事業においても新規取引先の獲得と新製品の獲得等によ

り、更なる拡販を目指します。 
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３．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24年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,588 2,576

受取手形及び売掛金 10,055 10,097

有価証券 100 100

商品及び製品 8,669 9,933

仕掛品 240 285

原材料及び貯蔵品 3,944 3,378

繰延税金資産 913 382

その他 893 1,208

貸倒引当金 △10 △7

流動資産合計 27,395 27,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 21,848 21,849

減価償却累計額 △13,249 △13,760

建物及び構築物（純額） 8,598 8,089

機械装置及び運搬具 44,862 45,560

減価償却累計額 △35,689 △36,074

機械装置及び運搬具（純額） 9,172 9,486

工具、器具及び備品 6,643 7,017

減価償却累計額 △4,962 △5,308

工具、器具及び備品（純額） 1,681 1,708

土地 13,331 13,331

リース資産 1,966 2,335

減価償却累計額 △677 △710

リース資産（純額） 1,289 1,624

建設仮勘定 743 405

有形固定資産合計 34,817 34,644

無形固定資産   

ソフトウエア 17 18

その他 19 16

無形固定資産合計 37 34

投資その他の資産   

投資有価証券 5,022 6,122

繰延税金資産 1,057 668

その他 515 558

貸倒引当金 △62 △63

投資その他の資産合計 6,532 7,286

固定資産合計 41,387 41,965

繰延資産   

社債発行費 166 124

繰延資産合計 166 124

資産合計 68,948 70,044
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,507 5,396

短期借入金 11,870 13,932

1年内償還予定の社債 1,872 2,616

リース債務 398 477

未払金 2,324 1,141

未払費用 2,399 2,192

未払法人税等 315 149

賞与引当金 639 533

資産除去債務 － 18

その他 533 511

流動負債合計 25,861 26,970

固定負債   

社債 8,637 6,520

長期借入金 6,202 7,213

リース債務 928 1,166

長期未払金 381 346

繰延税金負債 591 662

再評価に係る繰延税金負債 3,034 3,034

退職給付引当金 3,957 3,906

役員退職慰労引当金 23 25

汚染負荷量引当金 567 527

負ののれん 7 －

資産除去債務 18 14

その他 118 125

固定負債合計 24,467 23,542

負債合計 50,328 50,512

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 945 869

自己株式 △268 △283

株主資本合計 10,737 10,646

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 919 1,618

繰延ヘッジ損益 △13 175

土地再評価差額金 4,919 4,919

為替換算調整勘定 △182 △196

その他の包括利益累計額合計 5,642 6,517

少数株主持分 2,240 2,367

純資産合計 18,620 19,532

負債純資産合計 68,948 70,044
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成25年３月20日) 

売上高 56,900 56,465

売上原価 47,252 46,932

売上総利益 9,648 9,533

販売費及び一般管理費 9,037 8,618

営業利益 611 914

営業外収益   

受取利息 16 12

受取配当金 118 111

受取賃貸料 104 105

負ののれん償却額 161 7

為替差益 72 369

その他 112 202

営業外収益合計 585 809

営業外費用   

支払利息 454 470

社債発行費償却 48 52

賃貸収入原価 12 14

その他 83 144

営業外費用合計 599 681

経常利益 597 1,042

特別利益   

固定資産売却益 23 －

貸倒引当金戻入額 27 －

その他 0 －

特別利益合計 50 －

特別損失   

固定資産除却損 107 81

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 －

その他 0 －

特別損失合計 126 81

税金等調整前当期純利益 521 961

法人税、住民税及び事業税 380 189

法人税等調整額 462 632

法人税等合計 842 822

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△320 139

少数株主利益 91 74

当期純利益又は当期純損失（△） △412 64
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成25年３月20日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △320 139

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 361 753

繰延ヘッジ損益 51 199

為替換算調整勘定 △182 △13

土地再評価差額金 411 －

その他の包括利益合計 642 939

包括利益 321 1,079

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 237 939

少数株主に係る包括利益 84 139

石塚硝子株式会社(5204）平成25年３月期　決算短信

10



（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23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成25年３月20日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 4,149 4,149

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,149 4,149

利益剰余金   

当期首残高 1,508 945

当期変動額   

剰余金の配当 △140 △140

当期純利益又は当期純損失（△） △412 64

連結範囲の変動 △31 －

土地再評価差額金の取崩 20 －

当期変動額合計 △563 △75

当期末残高 945 869

自己株式   

当期首残高 △267 △268

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △15

当期変動額合計 △0 △15

当期末残高 △268 △283

株主資本合計   

当期首残高 11,301 10,737

当期変動額   

剰余金の配当 △140 △140

当期純利益又は当期純損失（△） △412 64

自己株式の取得 △0 △15

連結範囲の変動 △31 －

土地再評価差額金の取崩 20 －

当期変動額合計 △563 △90

当期末残高 10,737 10,646
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成25年３月20日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 550 919

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 369 699

当期変動額合計 369 699

当期末残高 919 1,618

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △64 △13

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 189

当期変動額合計 50 189

当期末残高 △13 175

土地再評価差額金   

当期首残高 4,507 4,919

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 411 －

当期変動額合計 411 －

当期末残高 4,919 4,919

為替換算調整勘定   

当期首残高 － △182

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △182 △13

当期変動額合計 △182 △13

当期末残高 △182 △196

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 4,993 5,642

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 649 875

当期変動額合計 649 875

当期末残高 5,642 6,517

少数株主持分   

当期首残高 2,166 2,240

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 73 127

当期変動額合計 73 127

当期末残高 2,240 2,367

純資産合計   

当期首残高 18,461 18,620

当期変動額   

剰余金の配当 △140 △140

当期純利益又は当期純損失（△） △412 64

自己株式の取得 △0 △15

連結範囲の変動 △31 －

土地再評価差額金の取崩 20 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 722 1,002

当期変動額合計 159 911

当期末残高 18,620 19,532
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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23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成25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 521 961

減価償却費 3,592 4,015

負ののれん償却額 △161 △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） △50 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） 24 △106

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 △51

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 1

汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） △42 △39

受取利息及び受取配当金 △134 △124

支払利息 454 470

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △23 0

有形及び無形固定資産除却損 107 95

売上債権の増減額（△は増加） 1,276 △556

たな卸資産の増減額（△は増加） △205 △714

未収入金の増減額（△は増加） △310 57

前渡金の増減額（△は増加） 94 △99

仕入債務の増減額（△は減少） △215 △121

割引手形の増減額（△は減少） 61 482

その他 △599 △343

小計 4,376 3,918

利息及び配当金の受取額 147 131

利息の支払額 △458 △484

法人税等の支払額 △175 △339

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,890 3,226

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 － △150

定期預金の払戻による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △4,094 △4,570

有形固定資産の売却による収入 110 312

投資有価証券の取得による支出 △55 △92

投資有価証券の売却による収入 0 0

貸付けによる支出 △0 △35

貸付金の回収による収入 18 5

その他 2 16

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,019 △4,413
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成25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） － 1,990

長期借入れによる収入 4,250 3,700

長期借入金の返済による支出 △2,656 △2,615

社債の発行による収入 1,225 489

社債の償還による支出 △1,767 △1,872

リース債務の返済による支出 △343 △546

自己株式の取得による支出 △0 △15

配当金の支払額 △140 △140

少数株主への配当金の支払額 △6 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー 559 977

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 443 △62

現金及び現金同等物の期首残高 963 1,688

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）

282 －

現金及び現金同等物の期末残高 1,688 1,626
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該当事項はありません。  

   

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数      ７社 

連結子会社名 

アデリア(株) 

石塚物流サービス(株) 

ウイストン(株) 

石硝運輸(株) 

日本パリソン(株) 

久金属工業(株) 

亞徳利玻璃(珠海)有限公司 

(2）非連結子会社名 

大阪アデリア(株) 

北洋硝子(株) 

石塚玻璃(香港)有限公司 

(株)高田製作所 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除いております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の非連結子会社  なし 

(2）持分法適用の関連会社    なし 

(3）持分法を適用していない非連結子会社４社（大阪アデリア(株)、北洋硝子(株)、石塚玻璃(香港)有限公司、

(株)高田製作所）は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額

が連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用から除いております。 

(4）持分法を適用していない関連会社、遠東石塚グリーンペット(株)は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等のそれぞれの合計額が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

の適用から除いております。なお、遠東石塚グリーンペット(株)は、平成24年５月に設立いたしました。 

  

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、久金属工業(株)及び亞徳利玻璃(珠海)有限公司の決算日は12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、当該連結子会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。ただし、連結決算

日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）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

平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(ロ）デリバティブ 

時価法 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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(ハ）たな卸資産 

商品・製品・原材料及び仕掛品 

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） 

貯蔵品 

受払記録のあるもの 

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） 

その他のもの 

主として 終仕入原価法による原価法 

（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） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

(イ）有形固定資産（リース資産を除く） 

主として岩倉工場・東京工場・姫路工場・福崎工場は定額法 

なお、平成12年３月以降取得した溶解炉については、残存価額をゼロとして償却しております。 

上記以外は定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物   ２～60年 

機械装置及び運搬具 ２～15年 

(ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。 

(ハ）リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ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21年３月20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。 

(3）繰延資産の処理方法 

社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(ロ）賞与引当金 

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しておりま

す。 

(ハ）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、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10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。 

(ニ）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金支払に備えるため、連結子会社の一部は役員退職慰労金の内規に基づく連結会計年度

末要支給額を計上しております。 

(ホ）汚染負荷量引当金 

当社が吸収合併した旧(株)アサヒビールパックスが過去に有していた吹田及び関東工場に係る汚染負荷

量賦課金の支払に備えるため、将来にわたって発生する汚染負荷量賦課金総額の現在価値を見積り、汚

染負荷量引当金として計上しております。 

(5）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、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均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に含め

て計上しております。 
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(6）重要なヘッジ会計の方法 

1.ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によって行うこととしております。なお、為替予約及び通貨オプションについて

は、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップにつ

いては、特例処理を採用しております。 

2.ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

変動金利支払の長期借入金について金利変動リスクをヘッジする目的で金利スワップを、また、商品及び原

材料輸入に伴う為替リスクをヘッジする目的で為替予約及び通貨オプションを利用しており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。 

①ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金 

②ヘッジ手段…為替予約及び通貨オプション 

ヘッジ対象…商品及び原材料輸入による買入債務及び予定取引 

3.有効性評価の方法 

金利スワップ、為替予約及び通貨オプションについては、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。 

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価は省略しております。 

(7）のれん及び負ののれんの償却方法及び償却期間 

のれんは５年間の定額法により償却を行っております。なお、平成22年３月31日以前に発生した負ののれん

は、５年間の定額法により償却を行っております。 

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、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。 

(9）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

(7）追加情報
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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 

セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年３月21日 至 平成24年３月20日） 

（単位：百万円）

  

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

セグメント情報

  

報告セグメント 

その他

（注１）
合計 

調整額

（注２） 

連結 

財務諸表

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 18,979  8,542  8,957 16,764 53,243  3,657  56,900  －  56,900

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0  24 － 586 611  5,543  6,154  △6,154  －

計  18,980  8,566 8,957 17,350 53,855  9,200  63,055  △6,154  56,900

セグメント利益又は 

損失（△） 
△89  △516 472 888 755  △181  573  37  611

セグメント資産 24,814  12,695 6,048 16,716 60,276  6,936  67,212  1,736  68,948

その他の項目    

減価償却費  1,216  665  220  1,397  3,498  93  3,592  －  3,592

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
954  749 432 4,071 6,209  67  6,276  －  6,276
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当連結会計年度（自 平成24年３月21日 至 平成25年３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37百万円には、セグメント間取引消去39百万円、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（△）の調整額11百万円には、セグメント間取引消去12百万円、たな卸資産の調

整額△１百万円、その他△０百万円が含まれております。  

４．セグメント利益又は損失（△）は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っております。 

  

 （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。 

  

  

報告セグメント 

その他

（注１）
合計 

調整額

（注３） 

連結 

財務諸表

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 18,719  8,473 7,716 18,454 53,364  3,101  56,465  －  56,465

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
0  23 － 565 589  5,385  5,974  △5,974  －

計 18,719  8,496 7,716 19,019 53,953  8,486  62,440  △5,974  56,465

セグメント利益又は 

損失（△） 
37  △280 270 1,068 1,095  △192  903  11  914

セグメント資産 25,135  13,969 5,637 16,601 61,344  4,726  66,070  3,973  70,044

その他の項目    

減価償却費  1,192  780  239  1,736  3,948  67  4,015  －  4,015

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
1,150  889 548 1,527 4,115  105  4,221  －  4,221

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年３月21日 
至 平成25年３月20日） 

１株当たり純資産額 円 銭466 23

１株当たり当期純損失金額 円 銭11 73

１株当たり純資産額 円 銭489 94

１株当たり当期純利益金額 円 銭1 84

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23年３月21日 
至 平成24年３月20日) 

当連結会計年度
（自 平成24年３月21日 
至 平成25年３月20日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △412  64

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）  △412  64

期中平均株式数（千株）  35,134  35,121
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該当事項はありません。  

  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書に関する注記事項等、リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、資産除去債務、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いたします。 

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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役員の異動 

（1）代表取締役の異動 

① 新任代表取締役社長候補 

石塚 久継 （現 取締役副社長 営業部門・管理部門管掌） 

② 退任予定代表取締役 

山中 昭廣 （現 代表取締役社長） 

※退任する山中昭廣は取締役相談役に就任する予定です。 

  

（2）就任予定日 

平成25年６月18日 

４．その他
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