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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 ％

26年３月期第１四半期 44,777 9.0 2,174 △4.3 3,237 30.3 2,356 57.6

25年３月期第１四半期 41,077 7.6 2,272 47.9 2,485 20.4 1,494 31.7

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 5,567百万円（ ％）－ 25年３月期第１四半期 △42百万円（ ％）－

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

26年３月期第１四半期 11.26 －

25年３月期第１四半期 7.14 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 243,732 130,221 52.8

25年３月期 237,382 125,416 52.1

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 128,591百万円 25年３月期 123,729百万円

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 － 4.00 － 4.00 8.00

26年３月期 －

26年３月期（予想） 4.00 － 4.00 8.00

（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、通期は対前期、四半期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（累計） 89,500 9.5 3,500 △4.8 3,800 △6.4 3,000 37.5 14.34

通期 183,000 5.4 8,000 5.9 8,300 △9.2 6,000 23.4 28.68

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項

(注)詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有
の会計処理の適用」をご覧ください。

（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）

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※  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）連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。

（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： 有

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） 26年３月期１Ｑ 214,879,975株 25年３月期 214,879,975株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 5,655,548株 25年３月期 5,651,734株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 209,226,707株 25年３月期１Ｑ 209,251,677株
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（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策により、円高の是正や株価の回復など、景況

感には改善が見られており、今後の実体経済の回復が期待されています。一方、世界経済は、米国では改善の兆し

が見られるものの、新興国経済の減速感が鮮明になるなど、先行き不透明な状況が続いております。

このような経済環境の下で当社グループは積極的な販売活動を展開いたしました結果、当第１四半期連結累計期

間の売上高は44,777百万円と前年同期比9.0%の増加となりました。

損益面につきましては、経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策を推進してまいりました結果、経常利益は

前年同期比752百万円増加の3,237百万円となり、四半期純利益は前年同期比861百万円増加の2,356百万円となりま

した。

セグメント別の概況

（ガラス事業）

建築用ガラスにつきましては、建築需要が前年を上回る水準となったことにより、売上高は前年同期を上回りま

した。

自動車用ガラスにつきましては、国内は自動車販売減少の影響を受けましたが、販売が好調な北米市場において

需要が伸長しましたため、売上高は前年同期を上回りました。

電子材料用ガラスにつきましては、タッチパネル関連製品の出荷が好調に推移しましたため、売上高は前年同期

を上回りました。

以上、ガラス事業の売上高は24,082百万円（前年同期比7.8%増）となり、329百万円の営業損失（前年同期比486

百万円の悪化）となりました。

（化成品事業）

化学品につきましては、ソーダ灰などの主力製品の出荷が低調に推移しましたため、売上高は前年同期を下回り

ました。

ファインケミカルにつきましては、医薬関連製品の出荷が好調に推移したことや、リチウムイオン電池用電解液

製品の販売も前年同期から増加しましたため、売上高は前年同期を上回りました。

肥料につきましては、肥料価格が値上げ改定される影響により、前倒し需要がありましたことにより、売上高は

前年同期を上回りました。

ガラス繊維につきましては、自動車用途において、採用されている車種の販売が堅調でありましたため、売上高

は前年同期を上回りました。

以上、化成品事業の売上高は20,694百万円（前年同期比10.4%増）となり、2,508百万円の営業利益（前年同期比

391百万円の増加）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は243,732百万円となり、平成25年3月末に比較しまして6,350百万円増加

しました。主な増加要因は、投資有価証券の時価の上昇により、固定資産が4,857百万円増加したことによるもの

です。

負債は113,511百万円となり、1,545百万円増加しました。主な増加要因は、未払費用の増加により、流動負債が

1,721百万円増加したことによるものです。

純資産は130,221百万円となり、自己資本比率は、0.7%増加し52.8%となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期連結累計期間につきましては、ほぼ計画に沿った業績で推移しておりますため、平成25年5月9日に

公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想は修正しておりません。この業績予想は、当社が現

時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因によりこれらの予想とは異な

る場合があります。今後の状況の変化に伴う影響を慎重に見極めながら、適宜見直していくこととしております。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

当社及び一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期

純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて

計算しております。

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

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31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 23,954 27,920

受取手形及び売掛金 44,243 41,752

商品及び製品 25,095 25,204

仕掛品 1,540 1,817

原材料及び貯蔵品 11,502 10,866

その他 4,307 4,630

貸倒引当金 △287 △342

流動資産合計 110,356 111,849

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 22,348 22,650

機械装置及び運搬具（純額） 34,694 35,396

土地 24,672 24,592

建設仮勘定 2,755 2,685

その他（純額） 2,788 2,766

有形固定資産合計 87,259 88,091

無形固定資産

のれん － 198

その他 954 971

無形固定資産合計 954 1,169

投資その他の資産

投資有価証券 34,346 38,073

その他 4,813 4,876

貸倒引当金 △347 △327

投資その他の資産合計 38,811 42,622

固定資産合計 127,025 131,883

資産合計 237,382 243,732

セントラル硝子株式会社（4044） 平成26年3月期 第1四半期決算短信

4



（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,905 17,488

短期借入金 32,042 33,067

未払法人税等 2,060 1,405

賞与引当金 1,252 425

工事損失引当金 8 2

災害損失引当金 10 －

その他 19,113 20,724

流動負債合計 71,393 73,114

固定負債

社債 10,400 10,400

長期借入金 12,069 11,325

退職給付引当金 7,745 7,993

役員退職慰労引当金 37 29

特別修繕引当金 4,506 3,621

環境対策引当金 146 146

その他 5,667 6,879

固定負債合計 40,572 40,396

負債合計 111,965 113,511

純資産の部

株主資本

資本金 18,168 18,168

資本剰余金 8,117 8,117

利益剰余金 93,768 95,484

自己株式 △2,844 △2,845

株主資本合計 117,210 118,925

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,371 11,829

繰延ヘッジ損益 394 276

為替換算調整勘定 △3,247 △2,439

その他の包括利益累計額合計 6,518 9,666

少数株主持分 1,686 1,629

純資産合計 125,416 130,221

負債純資産合計 237,382 243,732
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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１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 41,077 44,777

売上原価 30,415 34,308

売上総利益 10,662 10,468

販売費及び一般管理費 8,390 8,293

営業利益 2,272 2,174

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 257 287

為替差益 － 638

その他 518 540

営業外収益合計 776 1,468

営業外費用

支払利息 125 125

為替差損 195 －

固定資産廃棄損 99 113

持分法による投資損失 20 60

その他 122 106

営業外費用合計 563 406

経常利益 2,485 3,237

特別利益

固定資産売却益 － 417

特別利益合計 － 417

特別損失

投資有価証券評価損 － 10

合弁契約解消に伴う損失 276 －

特別損失合計 276 10

税金等調整前四半期純利益 2,208 3,643

法人税等 695 1,271

少数株主損益調整前四半期純利益 1,513 2,372

少数株主利益 18 16

四半期純利益 1,494 2,356
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（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,513 2,372

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,803 2,476

繰延ヘッジ損益 △644 △118

為替換算調整勘定 785 782

持分法適用会社に対する持分相当額 106 54

その他の包括利益合計 △1,556 3,195

四半期包括利益 △42 5,567

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △108 5,503

少数株主に係る四半期包括利益 66 64
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

１ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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）調整額は、セグメント間取引消去であります。

２ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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）調整額は、セグメント間取引消去であります。

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報）

報告セグメント 調整額
（注）

四半期連結

損益計算書
計上額ガラス事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 22,329 18,748 41,077 － 41,077

セグメント間の内部

売上高又は振替高
3 514 517 △517 －

計 22,332 19,262 41,595 △517 41,077

セグメント利益

（営業利益）
156 2,116 2,273 △1 2,272

報告セグメント 調整額
（注）

四半期連結
損益計算書

計上額ガラス事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 24,082 20,694 44,777 － 44,777

セグメント間の内部

売上高又は振替高
2 513 516 △516 －

計 24,085 21,208 45,294 △516 44,777

セグメント利益又は損失(△)

（営業利益）
△329 2,508 2,178 △3 2,174
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