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

  

（2）連結財政状態 

（参考） 自己資本 23年３月期 百万円 22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 

３．24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） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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 ％

23年３月期  56,006  3.5 1,260 △6.8 1,007  △8.2 △671 －

22年３月期  54,099  △4.9 1,351 － 1,097  － 543 －

  
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 ％ ％ ％

23年３月期 △19  12  －  △4.0  1.5  2.2

22年３月期 15  46  －  3.3  1.6  2.5

  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

23年３月期  67,123  18,461  24.3 463    76 

22年３月期  68,166  19,203  25.0 485    54 

16,294 17,062

  
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

23年３月期  5,902  △3,808  △2,774  963

22年３月期  3,594  △4,854  1,477  1,644

  
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 ％ ％

22年３月期  －  －  － 3 00 3 00  105  19.4  0.6

23年３月期  －  －  － 4 00 4 00  140  △20.9  0.8

24年３月期（予想）  －  －  － 4  00 4  00    46.8  

  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）  30,200  1.6 700 △32.7 600 △35.9  250  881.1 7    11 

通   期  57,000  1.8 800 △36.5 700 △30.5  300  － 8    54 



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）：有 

  新規 －社   除外 １社 （社名） アイピーアイ株式会社 

  （注）詳細は、添付資料13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

（2）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

  ② ①以外の変更        ：有 

  （注）詳細は、添付資料13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、添付資料15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） 

  

（参考）個別業績の概要 

１．平成23年３月期の個別業績（平成22年３月21日～平成23年３月20日） 

  

  

（2）個別財政状態 

（参考） 自己資本 23年３月期 百万円 22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 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期 株36,295,543 22年３月期 株36,295,543

  ② 期末自己株式数 23年３月期 株1,159,565 22年３月期 株1,153,806

  ③ 期中平均株式数 23年３月期 株35,138,875 22年３月期 株35,144,410

（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 ％

23年３月期  52,633  3.3 213 △30.3 328  △23.0 1,481 580.1

22年３月期  50,932  △5.8 306 － 426  － 217 －

  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

23年３月期 42     16  －

22年３月期 6   20  －

  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

23年３月期  60,452  16,179  26.8 460    49 

22年３月期  57,481  14,788  25.7 420    82 

16,179 14,788
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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、新興国の需要拡大や内需振興に向けた各種経済対策効果により景気回復の

兆しが見られたものの、円高の進行や資源価格の高騰などにより本格的な回復には至らず、先行き不透明な状況のま

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、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、当期を初年度とする「石塚硝子グループ中期経営計画」（ＩＳＨＩＺＵＫＡイ

ノベーション'78）の実行に取り組んでまいりました。 

売上高につきましては、夏場の猛暑による紙容器・ＰＥＴプリフォームの出荷増などにより、グループ全体の売上

高は56,006百万円（前期比3.5％増）となりました。しかしながら、利益面では、財務体質改善のための生産調整に

よるたな卸資産の圧縮、品質対応費用の増加・諸資材価格の高騰などにより、営業利益は1,260百万円（前期比6.8％

減）、経常利益は1,007百万円（前期比8.2％減）にとどまり、最終利益は株価下落による投資有価証券評価損の発生

等により当期純損失671百万円（前期は当期純利益543百万円）という結果となりました。 

  

事業別の業績は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、夏場の猛暑と『ハイボール』・『食べるラー油』ブームなどにより出荷量は前期並みとなりました

が、品種構成変化などにより、売上高は18,811百万円（前期比2.4％減）となりました。一方、ハウスウェアは、一

般市販品ルートでは梅の不作により貯蔵壜の出荷が減少しましたが、中近東向けの輸出の増加と大型の景品受注の獲

得などから、売上高は8,284百万円（前期比5.1％増）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28,221百万円（前期比0.1％減）となりました。 

  

【他素材容器関連事業】 

プラスチックは、東京工場でのＰＥＴブローラインを前期末に生産停止したものの、夏場の猛暑によりＰＥＴプリ

フォームの出荷が大幅に伸びたことなどから、売上高は15,825百万円（前期比9.8％増）となりました。また、紙容

器は、天候による後押しのなかＷＱＣ（得意先との共同品質管理）による品質改善活動が評価されたことなどから順

調に拡大し、売上高は8,699百万円（前期比3.7％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25,160百万円（前期比7.6％増）となりました。 

  

【その他の事業】 

アドバンストガラスは、抗菌剤における有機剤から無機剤への流れのなか、北米向け新規製品の大型受注により伸

長しましたが、機器販売は各種食品検査機のうち容器関連以外の開発・販売を縮小・停止したことから減収となりま

した。 

以上の結果、その他の事業の売上高は2,625百万円（前期比6.3％増）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、東日本大震災とその後の電力供給不足による企業活動や個人

消費への影響、中東の政情不安による原油や関連品価格の高騰などが不透明であり、当社グループを取り巻く経営環

境は益々厳しい状況が続くものと思われます。 

このような状況のなか、平成23年度を２年目とする「石塚硝子グループ中期経営計画」（ＩＳＨＩＺＵＫＡイノベ

ーション'78）の基本方針を堅持し、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、全体需要が減少傾向にあるなか前期が猛暑であったことの反動が見込まれ、更には、東日本大震災

以降の自粛の広がりにより、当社の強みであるアルコールびんの出荷減が懸念されますが、得意先戦略を確実に実行

し売上の底上げを図ってまいります。また、ハウスウェアは、消費者心理の冷え込みや各種景品企画の縮小などが見

込まれますが、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進め、売上の確保を図ってまい

ります。 

これらにより、ガラス容器関連事業の売上高は、27,500百万円（前期比2.6％減）を予定しております。 

  

【他素材容器関連事業】 

ＰＥＴプリフォーム・紙容器ともに前期が猛暑であったことの反動が見込まれますが、今回の震災による飲料水不

足に対し飲料容器メーカーとしての供給責任を果たすため最大限の努力を傾注するとともに、主要顧客との協働を更

に拡大・深化させ売上高の拡大を図ってまいります。 

これらにより、他素材容器関連事業の売上高は、26,400百万円（前期比4.9％増）を予定しております。 

１．経営成績
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【その他の事業】 

抗菌剤では、環境問題で追い風となっている欧米市場での拡販に注力し、また、機器販売においては、容器関連検

査機に絞り込み、ガラス容器・他素材容器との相乗効果を具現化してまいります。 

これらにより、その他の事業の売上高は、3,100百万円（前期比18.1％増）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57,000百万円を見込んでおります。一方、利益面では、中東の政情不安

などによる原油・ＬＮＧをはじめとする諸資材の大幅な高騰が予想され、営業利益800百万円、経常利益700百万円、

当期純利益300百万円を予定しております。 

  

(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67,123百万円（前期末比1,042百万円減）となりまし

た。負債合計は48,662百万円（前期末比300百万円減）、純資産合計は18,461百万円（前期末比742百万円減）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681百万円減少し、

963百万円となりました。 

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、5,902百万円（前年同期は3,594百万円の資金増加）となりました。これは主

に、資金増加の要因としましては、減価償却費3,568百万円、投資有価証券評価損753百万円、たな卸資産の減少

1,147百万円、未収入金の減少1,141百万円、仕入債務の増加901百万円によるものです。 

一方、資金減少の主な要因としましては、税金等調整前当期純損失425百万円、売上債権の増加1,410百万円によ

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、3,808百万円（前年同期は4,854百万円の資金減少）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1,913百万円、定期預金の預入による支出800百万円、中国に設立した子会社等

への貸付けによる支出928百万円によるものです。 

（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、2,774百万円（前年同期は1,477百万円の資金増加）となりました。これは主

に、短期借入金の減少及び長期借入金の返済による支出によるものです。 

  

（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１円増配し４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４円とさせていただく予定であります。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 

①自己資本比率（％）  24.3  25.0  24.3

②時価ベースの自己資本比率  8.0  10.1  7.6

③債務償還年数（年）  11.5  8.3  4.7

④インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍）  5.4  7.8  13.4
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 当社グループは、当社とその子会社11社で構成され、ガラス容器関連製品、他素材容器関連製品、その他の製品の

製造販売事業及びそれに付帯する事業を行っております。 

 当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業に係る各社の位置づけは、次のとおりであります。 

ガラス容器関連事業  主に当社が製造販売しているほか、一部をアデリア(株)経由で販売を行っております。 

他素材容器関連事業  当社が仕入販売しているほか、日本パリソン(株)が製造した製品の販売を行っておりま

す。 

その他の事業     当社がセラミックス製品を製造販売しているほか、久金属工業(株)が製造した金属キャッ

プ製品の販売を行っております。 

（注）１．当社の連結子会社であったアイピーアイ株式会社を平成22年６月21日付で吸収合併しました。 

２．前期末において工場建設中であった亞徳利玻璃（珠海）有限公司は、平成22年12月度より生産を開始して

おります。 

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針、（2）目標とする経営指標、（3）中長期的な会社の経営戦略 

平成22年３月期決算短信（平成22年４月22日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.ishizuka.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

（4）会社の対処すべき課題 

【ガラス容器関連事業】 

ガラスびん 

① 得意先の要求品質の高度化に対し、工程全般の見直しによる品質保証 の向上 

② 得意先戦略の徹底推進による売上高の拡大と設備稼働率の引き上げによるコスト低減 

③ 諸資材価格の高騰に対する原価低減と販売価格の是正 

ハウスウェア 

① 稼働を開始した中国の食器生産子会社における早期の生産安定化 

② 中国子会社（ローコスト生産）・岩倉工場（マス・プロ）・青森子会社（ハンドメイド）の３極生産体制と市

場ニーズのマッチング 

  

【他素材容器関連事業】 

ＰＥＴプリフォーム 

① 成形ラインのスクラップ＆ビルドによる品質の向上と生産能力の拡大 

② 諸資材価格の高騰に対する原価低減と販売価格の是正 

紙容器 

① 主要顧客とのＷＱＣ活動の拡大・深化による販売拡大 

② 源流からの工程見直しによる品質向上と原価低減 

  

【その他の事業】 

機能性ガラス 

① 市場ニーズに対応した機能剤の開発とグローバル販売の推進 

② 諸資材価格の高騰に対する原価低減と販売価格の是正 

研究開発 

① 当社グループの技術センターとして、アシスト機能の発揮 

② 新素材・新技術の研究・開発とその事業化 

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22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,744 1,763

受取手形及び売掛金 9,621 11,416

有価証券 － 100

商品及び製品 10,088 8,883

仕掛品 387 375

原材料及び貯蔵品 3,230 3,299

繰延税金資産 669 849

その他 1,418 417

貸倒引当金 △39 △33

流動資産合計 27,119 27,071

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,528 20,653

減価償却累計額 △12,157 △12,713

建物及び構築物（純額） 8,371 7,939

機械装置及び運搬具 44,088 43,148

減価償却累計額 △34,950 △35,443

機械装置及び運搬具（純額） 9,138 7,705

工具、器具及び備品 6,148 6,033

減価償却累計額 △5,001 △4,809

工具、器具及び備品（純額） 1,147 1,223

土地 13,371 13,363

リース資産 585 1,412

減価償却累計額 △85 △322

リース資産（純額） 499 1,090

建設仮勘定 44 136

有形固定資産合計 32,572 31,459

無形固定資産   

ソフトウエア 20 9

その他 18 16

無形固定資産合計 38 26

投資その他の資産   

投資有価証券 5,233 4,563

長期貸付金 － 949

繰延税金資産 1,793 1,772

その他 1,307 1,179

貸倒引当金 △85 △89

投資その他の資産合計 8,249 8,375

固定資産合計 40,860 39,861

繰延資産   

社債発行費 185 190

繰延資産合計 185 190

資産合計 68,166 67,123
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(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 4,783 5,684

短期借入金 14,137 11,883

1年内償還予定の社債 1,991 1,767

リース債務 142 290

未払金 476 797

未払費用 2,271 2,735

未払法人税等 125 86

賞与引当金 533 615

その他 876 687

流動負債合計 25,337 24,548

固定負債   

社債 9,136 9,259

長期借入金 4,631 4,595

リース債務 364 827

長期未払金 342 366

繰延税金負債 735 696

再評価に係る繰延税金負債 3,477 3,477

退職給付引当金 3,865 3,972

役員退職慰労引当金 7 21

汚染負荷量引当金 655 609

負ののれん 340 166

その他 68 120

固定負債合計 23,625 24,113

負債合計 48,962 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 2,285 1,508

自己株式 △267 △267

株主資本合計 12,079 11,301

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 503 550

繰延ヘッジ損益 △27 △64

土地再評価差額金 4,507 4,507

評価・換算差額等合計 4,982 4,993

少数株主持分 2,140 2,166

純資産合計 19,203 18,461

負債純資産合計 68,166 67,123
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

売上高 54,099 56,006

売上原価 43,345 45,117

売上総利益 10,754 10,889

販売費及び一般管理費 9,402 9,629

営業利益 1,351 1,260

営業外収益   

受取利息 7 13

受取配当金 98 105

受取賃貸料 77 107

負ののれん償却額 179 179

物品売却益 65 －

その他 73 77

営業外収益合計 502 483

営業外費用   

支払利息 453 438

社債発行費償却 34 44

金型処分損 42 42

賃貸収入原価 69 14

支払手数料 17 4

為替差損 － 81

その他 137 109

営業外費用合計 756 735

経常利益 1,097 1,007

特別利益   

固定資産売却益 2 0

その他 1 －

特別利益合計 4 0

特別損失   

固定資産除却損 290 358

投資有価証券評価損 0 753

賃貸借契約解約損 4 32

関係会社支援損 100 －

たな卸資産処分損 － 248

災害による損失 － 39

その他 0 0

特別損失合計 396 1,433

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

705 △425

法人税、住民税及び事業税 122 279

法人税等調整額 10 △90

法人税等合計 132 189

少数株主利益 30 56

当期純利益又は当期純損失（△） 543 △671
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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21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23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 4,931 4,149

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 △782 △0

当期末残高 4,149 4,149

利益剰余金   

前期末残高 1,065 2,285

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 － △105

当期純利益又は当期純損失（△） 543 △671

当期変動額合計 1,219 △777

当期末残高 2,285 1,508

自己株式   

前期末残高 △266 △267

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △267 △267

株主資本合計   

前期末残高 11,642 12,079

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 － △105

当期純利益又は当期純損失（△） 543 △671

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 436 △778

当期末残高 12,079 11,301
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23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 324 503

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 178 46

当期変動額合計 178 46

当期末残高 503 550

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △134 △27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 106 △36

当期変動額合計 106 △36

当期末残高 △27 △64

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 4,697 4,982

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 285 10

当期変動額合計 285 10

当期末残高 4,982 4,993

少数株主持分   

前期末残高 2,134 2,140

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 25

当期変動額合計 5 25

当期末残高 2,140 2,166

純資産合計   

前期末残高 18,475 19,203

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 － △105

当期純利益又は当期純損失（△） 543 △671

自己株式の取得 △1 △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） 291 35

当期変動額合計 728 △742

当期末残高 19,203 18,461
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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21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23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（△）

705 △425

減価償却費 3,493 3,568

負ののれん償却額 △179 △179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 50 81

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98 107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4 14

汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） △49 △45

受取利息及び受取配当金 △106 △119

支払利息 453 438

投資有価証券売却損益（△は益） 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 753

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △2 0

有形及び無形固定資産除却損 333 400

売上債権の増減額（△は増加） △465 △1,410

たな卸資産の増減額（△は増加） 890 1,147

未収入金の増減額（△は増加） － 1,141

前渡金の増減額（△は増加） 61 △79

仕入債務の増減額（△は減少） △511 901

割引手形の増減額（△は減少） △1,073 △424

その他 400 665

小計 4,064 6,535

利息及び配当金の受取額 107 109

利息の支払額 △460 △439

法人税等の支払額 △117 △303

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,594 5,902

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 △200 △800

定期預金の払戻による収入 200 100

有価証券の取得による支出 － △100

有価証券の売却及び償還による収入 100 －

有形固定資産の取得による支出 △3,886 △1,913

有形固定資産の売却による収入 37 0

投資有価証券の取得による支出 △63 △149

投資有価証券の売却による収入 － 2

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 △93 △928

貸付金の回収による収入 148 13

その他 △83 △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,854 △3,808
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23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） 285 △2,010

長期借入れによる収入 2,150 2,500

長期借入金の返済による支出 △960 △2,779

社債の発行による収入 1,546 1,950

社債の償還による支出 △1,351 △2,101

リース債務の返済による支出 △78 △220

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の処分による収入 0 0

配当金の支払額 △105 △105

少数株主への配当金の支払額 △6 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,477 △2,774

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 214 △681

現金及び現金同等物の期首残高 1,429 1,644

現金及び現金同等物の期末残高 1,644 963
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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    ６社 

連結子会社の名称 

アデリア㈱、石塚物流サービス㈱、ウイストン㈱、石硝運輸㈱、日本パリソン㈱、久金属工業㈱ 

なお、アイピーアイ株式会社は、平成22年６月21日に吸収合併しました。 

（2）非連結子会社の数   ５社 

非連結子会社の名称 

大阪アデリア㈱、北洋硝子㈱、石塚玻璃（香港）有限公司、㈱高田製作所、亞徳利玻璃（珠海）有限公司 

非連結子会社５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、連結の範囲から除外しております。 

  

２．持分法の適用に関する事項 

（1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称   なし 

（2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称 

持分法を適用していない非連結子会社５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、亞徳利玻璃（珠海）有限公司）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。 

  

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㈱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。なお、従来、決算日が12月20日であった連結子会社のアイピーアイ株式会社

については、６月21日付で同社を吸収合併したことに伴い、当連結会計年度は平成21年12月21日から平成22年６月

20日までの６ヶ月間を連結しております。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(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

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結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 

②デリバティブ 時価法 

③たな卸資産 

商品・製品・原材料・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 

主として最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の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

岩倉工場・東京工場・姫路工場及び福崎工場は定額法 

なお、平成12年３月期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年～60年 

機械装置及び運搬具 ２年～12年 

石塚硝子株式会社（５２０４）平成23年３月期　決算短信

13



（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、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。 

（6）重要なヘッジ会計の方法 

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ため振当処理を、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、特例処理によっております。 

（7）消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

  

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

全面時価評価法を採用しております。 

  

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、５年間で均等償却しております。 

  

７．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。 

②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。 

③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 

①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。 

②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。 

③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。なお、会計基準変更時差異（2,716

百万円）については、10年による按分額を費用処理しております。 

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。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純損失に与え

る影響はありません。 

④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。 

⑤汚染負荷量引当金 

当社が吸収合併した旧㈱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。 
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（連結貸借対照表） 

「長期貸付金」は、前連結会計年度まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度末の「長期貸付金」は113百万円であります。 

  

（連結損益計算書） 

「為替差損」は、前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度における「為替差損」の金額は５百万円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増減額（増加：△）」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「未収入金の増減額（増加：△）」は△129百万円であります。 

(7）表示方法の変更
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前連結会計年度（自 平成21年３月21日  至 平成22年３月20日） 

  

当連結会計年度（自 平成22年３月21日  至 平成23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4,986百万円、当連結会計年度末5,130

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。 

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

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  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

  
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  28,221  25,160  2,625  56,006  －  56,006

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 652  567  398  1,618 (    )1,618  －

計  28,873  25,727  3,023  57,625 (    )1,618  56,006

営業費用  28,605  24,626  3,133  56,364 (    )1,618  54,746

営業利益又は営業損失（△）  268  1,100  △109  1,260 (    )0  1,260

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  38,654  19,899  6,339  64,893  2,229  67,123

減価償却費  1,787  1,648  131  3,568  －  3,568

資本的支出  1,208  1,637  32  2,878  －  2,878

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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前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23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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（リース取引関係）

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

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

他素材容器関連事業における生産設備（機械装置

及び運搬具）であります。 

１．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

同左  

② リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項（2）重要な減価償

却資産の減価償却方法」に記載のとおりであります。

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、その内容は次のとおりであり

ます。 

② リース資産の減価償却の方法 

同左 

（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  6,703  2,774  3,929

工具、器具及
び備品  597  414  182

ソフトウエア  43  12  31

計  7,344  3,201  4,143

  
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  4,880  1,575  3,304

工具、器具及
び備品  208  147  61

ソフトウエア  39  16  22

計  5,128  1,739  3,389

（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  643

１年超  3,589

合計  4,232

１年内  1,426

１年超  2,130

合計  3,557

（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  1,092

減価償却費相当額  926

支払利息相当額  168

支払リース料  780

減価償却費相当額  651

支払利息相当額  138

（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、残存価額をゼロとする

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 

（1)オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料        （百万円） 

２．オペレーティング・リース取引 

（1)オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料        （百万円） 

１年内  336

１年超  4,017

合計  4,354

１年内  343

１年超  3,362

合計  3,705
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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。 

  

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、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、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。 

（１株当たり情報）

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

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

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

１株当たり純資産額 円 銭463 76

１株当たり当期純損失金額 円 銭19 12

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。 

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。 

  
前連結会計年度

(自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度
(自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  543  △671

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）  543  △671

期中平均株式数（千株）  35,144  35,138

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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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22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 601 537

受取手形 1,414 1,969

売掛金 7,946 9,214

商品及び製品 6,145 6,087

仕掛品 196 232

原材料及び貯蔵品 1,774 2,477

前渡金 40 120

前払費用 10 38

繰延税金資産 412 697

未収入金 1,299 1,521

関係会社短期貸付金 255 212

デリバティブ資産 4 －

その他 178 176

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 20,270 23,275

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,029 15,748

減価償却累計額 △7,812 △9,276

建物（純額） 6,217 6,472

構築物 2,136 2,263

減価償却累計額 △1,550 △1,675

構築物（純額） 585 588

機械及び装置 30,709 34,544

減価償却累計額 △25,746 △29,078

機械及び装置（純額） 4,963 5,466

車両運搬具 250 301

減価償却累計額 △229 △263

車両運搬具（純額） 21 38

工具、器具及び備品 4,165 4,316

減価償却累計額 △3,265 △3,291

工具、器具及び備品（純額） 900 1,024

土地 10,568 11,061

リース資産 － 8

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 7

建設仮勘定 1 135

有形固定資産合計 23,257 24,794

無形固定資産   

ソフトウエア 10 5

電話加入権 8 8

その他 0 2

無形固定資産合計 18 16
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23年３月20日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,743 3,169

関係会社株式 7,381 5,305

出資金 0 0

関係会社出資金 768 768

従業員に対する長期貸付金 0 0

関係会社長期貸付金 95 938

破産更生債権等 9 9

長期前払費用 3 4

繰延税金資産 1,394 1,652

保険積立金 87 94

その他 348 334

貸倒引当金 △44 △54

投資その他の資産合計 13,788 12,224

固定資産合計 37,064 37,035

繰延資産   

社債発行費 146 141

繰延資産合計 146 141

資産合計 57,481 60,452

負債の部   

流動負債   

支払手形 337 305

買掛金 8,764 7,307

短期借入金 7,467 6,185

関係会社短期借入金 － 2,558

1年内返済予定の長期借入金 2,692 2,436

1年内償還予定の社債 935 1,215

リース債務 － 1

未払金 425 609

未払費用 1,799 2,385

未払法人税等 42 －

未払消費税等 289 74

前受金 50 13

預り金 284 324

賞与引当金 349 457

設備関係支払手形 191 193

その他 － 45

流動負債合計 23,628 24,113

固定負債   

社債 7,698 7,886

長期借入金 3,990 4,023

関係会社長期借入金 70 50

リース債務 － 6

長期未払金 258 275

再評価に係る繰延税金負債 3,477 3,477

退職給付引当金 2,848 3,628

汚染負荷量引当金 655 609

その他 65 201

固定負債合計 19,064 20,159

負債合計 42,693 44,273
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月20日) 

当事業年度 
(平成23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 1,175 1,175

資本剰余金合計 4,133 4,132

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 217 1,593

利益剰余金合計 219 1,595

自己株式 △308 △309

株主資本合計 9,954 11,329

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 342 421

繰延ヘッジ損益 △15 △78

土地再評価差額金 4,507 4,507

評価・換算差額等合計 4,834 4,850

純資産合計 14,788 16,179

負債純資産合計 57,481 60,452
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

売上高   

製品売上高 24,597 31,146

商品売上高 26,334 21,487

売上高合計 50,932 52,633

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 7,055 6,145

当期製品製造原価 18,970 24,318

当期商品仕入高 24,989 20,582

合計 51,016 51,046

他勘定振替高 688 △276

商品及び製品期末たな卸高 6,145 6,087

売上原価合計 44,182 45,235

売上総利益 6,749 7,397

販売費及び一般管理費   

販売費 3,857 4,344

一般管理費 2,585 2,839

販売費及び一般管理費合計 6,443 7,184

営業利益 306 213

営業外収益   

受取利息 5 12

受取配当金 191 96

受取賃貸料 837 801

負ののれん償却額 － 126

その他 114 60

営業外収益合計 1,149 1,097

営業外費用   

支払利息 219 217

社債利息 126 135

社債発行費償却 27 34

手形売却損 15 8

金型処分損 41 42

賃貸収入原価 467 376

支払手数料 16 4

その他 113 163

営業外費用合計 1,028 982

経常利益 426 328
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 23 －

抱合せ株式消滅差益 － 2,458

その他 2 －

特別利益合計 26 2,458

特別損失   

固定資産除却損 254 319

投資有価証券評価損 0 753

関係会社支援損 100 －

たな卸資産処分損 － 248

災害による損失 － 18

その他 0 32

特別損失合計 356 1,372

税引前当期純利益 96 1,414

法人税、住民税及び事業税 14 20

法人税等調整額 △136 △86

法人税等合計 △121 △66

当期純利益 217 1,481
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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21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23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 1,175

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 △782 △0

当期末残高 1,175 1,175

資本剰余金合計   

前期末残高 4,915 4,133

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 △782 △0

当期末残高 4,133 4,132
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23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 △676 217

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 － △105

当期純利益 217 1,481

当期変動額合計 894 1,376

当期末残高 217 1,593

利益剰余金合計   

前期末残高 △675 219

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 － △105

当期純利益 217 1,481

当期変動額合計 894 1,376

当期末残高 219 1,595

自己株式   

前期末残高 △307 △308

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △308 △309

株主資本合計   

前期末残高 9,843 9,954

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 － △105

当期純利益 217 1,481

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 111 1,375

当期末残高 9,954 11,329
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23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 142 342

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 199 79

当期変動額合計 199 79

当期末残高 342 421

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 △15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 △63

当期変動額合計 △15 △63

当期末残高 △15 △78

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 4,650 4,834

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 183 16

当期変動額合計 183 16

当期末残高 4,834 4,850

純資産合計   

前期末残高 14,493 14,788

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 － △105

当期純利益 217 1,481

自己株式の取得 △1 △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） 183 16

当期変動額合計 295 1,391

当期末残高 14,788 16,179
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該当事項はありません。  

(4）継続企業の前提に関する注記
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