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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．第90期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。 

３．第92期は、平均臨時雇用者数が従業員数の10％を超えた為、平均臨時雇用者数を外数で記載している。 

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 百万円 180,938 179,548 181,874 194,208 196,651 

経常利益 〃 14,795 15,639 18,560 18,795 18,918 

当期純利益 〃 7,985 8,800 11,613 11,614 10,630 

純資産額 〃 79,647 83,183 97,726 109,165 124,255 

総資産額 〃 227,838 217,518 218,096 231,564 247,038 

１株当たり純資産額 円 370.71 387.47 455.32 508.85 579.36 

１株当たり当期純利益 〃 37.16 40.77 53.85 53.92 49.36 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
〃 － － － 51.59 44.26 

自己資本比率 ％ 34.96 38.24 44.81 47.14 50.30 

自己資本利益率 〃 11.07 10.81 12.84 11.23 9.11 

株価収益率 倍 16.66 12.34 15.26 12.63 13.82 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 20,612 17,292 21,155 21,514 17,184 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 △13,059 △7,381 △7,081 △13,606 △17,412 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 △12,379 △12,493 △13,869 △8,231 △3,526 

現金及び現金同等物の期

末残高 
〃 17,326 14,796 15,010 14,692 11,121 

従業員数 

 (外、平均臨時雇用者数） 
人 

4,140 

  

4,164 

  

4,274 

  

4,403 

  

4,573 

(477) 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれていない。 

２．第90期以前の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。 

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

売上高 百万円 143,151 142,394 141,279 140,359 137,040 

経常利益 〃 15,456 14,564 16,486 16,709 17,011 

当期純利益 〃 8,013 7,465 9,187 10,370 9,510 

資本金 

（発行済株式総数） 

〃 

（千株） 

18,168 

(214,879) 

18,168 

(214,879) 

18,168 

(214,879) 

18,168 

(214,879) 

18,168 

(214,879) 

純資産額 百万円 74,006 76,626 90,617 100,852 113,774 

総資産額 〃 192,239 194,341 198,532 208,123 219,929 

１株当たり純資産額 円 344.45 356.64 421.87 469.74 530.08 

１株当たり配当額 

(内１株当たり中間配当

額) 

〃 

（〃） 

6.0 

(－) 

6.0 

(3.0) 

7.0 

(3.5) 

9.0 

(3.5) 

10.0 

(4.5) 

１株当たり当期純利益 〃 37.29 34.52 42.52 48.08 44.10 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 
〃 － － － 46.01 39.55 

自己資本比率 ％ 38.5 39.4 45.6 48.5 51.7 

自己資本利益率 〃 11.99 9.91 10.99 10.83 8.86 

株価収益率 倍 16.60 14.57 19.33 14.16 15.46 

配当性向 ％ 16.1 17.4 16.5 18.7 22.7 

従業員数 人 1,804 1,794 1,879 1,814 1,825 



２【沿革】 

年月 事業の変遷 

昭和11年10月 アンモニア法によるソーダ灰と苛性ソーダを製造することを第１次目的として、資本金750万円

をもって、宇部曹達工業株式会社を山口県宇部市に創立し、宇部工場を建設 

13年１月 苛性ソーダの生産を開始 

15年12月 ソーダ灰の生産を開始 

24年５月 株式を東京、大阪両証券取引所に上場 

28年10月 ソーダ灰製造設備の一部を塩安ソーダ法に切り替え、ソーダと同時に肥料用塩安の生産を開始 

33年５月 旧セントラル硝子株式会社を設立、板ガラス事業へ進出 

34年６月 旧セントラル硝子株式会社は大阪府堺市に堺工場を建設し、普通板ガラスの生産を開始 

35年１月 塩安をベースとする高度化成肥料を開発、宇部工場に湿式燐酸製造設備を建設し、塩加燐安の生

産を開始 

38年１月 旧セントラル硝子株式会社を吸収合併し、社名をセントラル硝子株式会社に変更 

38年４月 東亜燃料工業株式会社と提携して子会社セントラル化学株式会社を設立 

38年12月 三重県松阪市に松阪工場を建設し、安全ガラスの生産を開始 

39年５月 松阪工場において、デュープレックス法による磨板ガラスの生産を開始 

44年６月 松阪工場において、フロート法によるフロート板ガラスの生産を開始 

46年３月 子会社セントラルグラスファイバー株式会社を設立 

48年３月 タイ国に肥料製造会社タイセントラルケミカルカンパニーリミテッドを合弁設立 

49年４月 宇部工場において、弗化水素酸プラント完成 

51年２月 宇部工場において、燐安の生産を開始 

54年１月 米国ワシントン州の安全ガラス製造会社ノースウェスタンインダストリーズインコーポレィテッ

ドに資本参加（同年10月子会社となる） 

57年12月 堺工場において、フロート法によるフロート板ガラスの生産を開始 

59年５月 宇部工場において、有機弗化物の多目的プラント完成 

61年７月 三重県松阪市にセントラル硝子テクニカルセンター完成（現：硝子研究所） 

62年３月 宇部工場において、弗素樹脂プラント完成 

62年10月 台湾の自動車用加工ガラス製造会社裕盛工業股份有限公司に資本参加 

63年４月 宇部工場において、高純度弗素系ガスの多目的プラント完成 

63年５月 肥料生産部門を分離し、その継承会社として子会社セントラル化成株式会社を設立 

平成元年12月 子会社セントラルガラスアメリカインコーポレィテッドを当事者として、米国フォードモーター

社グループと米国において自動車用加工ガラスの合弁会社（カーレックスガラスカンパニー）を

設立 

（７年12月にフォードモーター社グループとの提携を解消、当社グループの単独事業化） 

４年12月 宇部工場において、フロート法によるフロート板ガラスの生産を開始 

６年５月 宇部工場において、医療品原薬プラント完成 

７年９月 台湾に薄板切断加工会社台湾信徳玻璃股份有限公司を設立 

８年４月 ベトナム国に肥料製造会社ジャパンベトナムファーティライザーカンパニーを合弁設立 

10年４月 中国北京に鏡製造・販売会社北京三重鏡業有限公司を合弁設立 

10年６月 タイ国に自動車用加工硝子、建築用加工硝子製造・販売会社ＰＭＫ－セントラルガラスCo.,Ltd.

を合弁設立 

14年１月 子会社セントラルガラスインターナショナルインコーポレィテッドを通じ、米国フロリダ州のフ

ッ素化合物のコントラクト・ラボベンチャー企業であるシンクェストラボラトリーズインコーポ

レィテッドを買収 

14年10月 ＰＤＰ（プラズマディスプレイパネル）用高歪点ガラス事業へ進出 

14年12月 仏国サンゴバングループと自動車用ガラス共同販売会社セントラル・サンゴバン株式会社を設立 

15年４月 子会社セントラル化学株式会社を吸収合併 

15年７月 ファインケミカル事業の国際展開を進めるため英国にセントラルガラスヨーロッパリミテッドを

設立 

15年８月 中国上海に上海駐在員事務所を開設 

15年８月 子会社セントラルガラスヨーロッパリミテッドを通じ、フッ素化合物を取り扱う英国のファイン

ケミカル企業であるアポロサイエンティフィックリミテッドに資本参加 

16年４月 日本合同肥料株式会社と肥料共同販売会社セントラル合同肥料株式会社を設立 

17年６月 韓国にサンゴバン グラス フランス社及びハンクック グラス インダストリーズ社（韓国）とＰ

ＤＰ用ガラス基板の生産販売会社ディスプレイ グラス アライアンス インコーポレィテッドを

設立  



３【事業の内容】 

 当社及び当社の関係会社（当社、子会社51社、関連会社20社（平成18年３月31日現在）により構成）においては、

ガラス、化成品の２部門に関係する事業を主として行っており、各事業における当社及び関係会社の位置付けは次の

通りである。 

 なお、次の２部門は「第５ 経理の状況 １．(1）連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の

区分と同一である。 

ガラス事業：当事業の主要な製品は建築用ガラス、自動車用ガラス、ファインガラス等があり、主に当社が製造

し、販売会社等を通じて販売している。 

＜主な関係会社＞（製造・加工）三重硝子工業㈱、関西加工硝子㈱、セントラルガラスサービス㈱他 

（製造・販売）セントラルガラスアメリカ,Inc.、ノースウェスタンインダストリーズ,Inc.、台

湾信徳玻璃股份有限公司、台湾創新精材股份有限公司、北京三重鏡業有限公司、

日本特殊硝子㈱、セントラル硝子北海道㈱他 

（販売・工事）セントレックス東北㈱、セントレックス関東㈱、セントレックス神奈川㈱、セン

トラル硝子工事㈱、東京セントレックス㈱、セントラル・サンゴバン㈱、セント

レックス静岡㈱、セントレックス東海㈱、セントレックス関西㈱、セントレック

ス中国㈱、セントレックス九州㈱他 

化成品事業：当事業の主要な製品は、化学品、ファインケミカル、肥料、ガラス繊維等があり、当社が化学品及び

ファインケミカル、セントラルグラスファイバー㈱及びセントラルグラスウール㈱がガラス繊維、セ

ントラル化成㈱が肥料を製造し、化学品、ファインケミカル、ガラス繊維は当社、肥料はセントラル

合同肥料㈱が主に販売している。 

＜主な関係会社＞（製造・販売）セントラル化成㈱、セントラルグラスファイバー㈱、セントラルグラスウール

㈱、セントラルガラスインターナショナル,Inc.、セントラルガラスヨーロッ

パ Ltd. 

（販売）   セントラル合同肥料㈱、サングリーン㈱、基佳電子材料股份有限公司 

   （両セグメント共通：販売・物流）㈱東商セントラル、宇部商事㈱、双和運輸倉庫㈱ 



 事業の系統図は次の通りである。 



４【関係会社の状況】 

会社名 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

主要な事業の内容 
議決権の所
有割合 
(％) 

関係内容 

役員の兼任等 

営業上の取引 
設備の賃貸
借 

当社
役員 
(人) 

当社
従業
員 
(人) 

（連結子会社） 

セントラル化成㈱ 
山口県宇部市 1,000 化成品 100.0 － 5 製品の購入 

建物及び土

地の賃貸 

セントラルグラスファ

イバー㈱ 
三重県松阪市 375 化成品 100.0 2 3 製品の購入 土地の賃貸 

㈱東商セントラル 東京都千代田区 341 化成品、ガラス 100.0 1 4 
当社製品の

販売 
建物の賃貸 

セントラル合同肥料㈱ 東京都千代田区 310 化成品 100.0 1 3 
連結子会社

製品の販売 
建物の賃貸 

セントラル・サンゴバ

ン㈱ (注)４．５ 
東京都千代田区 301 ガラス 65.0 2 2 

当社製品の

販売 
なし 

セントラルグラスウー

ル㈱ 
愛知県春日井市 300 化成品 100.0 2 4 製品の購入 

建物及び土

地の賃貸 

セントレックス関東㈱ 埼玉県越谷市 150 ガラス 100.0 － 8 
当社製品の

販売 

建物及び土

地の賃貸 

セントレックス東北㈱ 宮城県仙台市 148 ガラス 100.0 － 5 
当社製品の

販売 

建物及び土

地の賃借 

セントレックス関西㈱ 大阪府大阪市 136 ガラス 100.0 － 4 
当社製品の

販売 
なし 

三重硝子工業㈱ 三重県松阪市 125 ガラス 100.0 － 4 
当社製品の

加工 

建物及び土

地の賃貸 

セントラル硝子北海道

㈱ 
北海道札幌市 110 ガラス 100.0 － 4 

当社製品の

加工・販売 
土地の賃貸 

宇部商事㈱ 山口県宇部市 100 化成品、ガラス 100.0 － 6 
当社製品の

販売 
土地の賃貸 

東京セントレックス㈱ 東京都調布市 100 ガラス 100.0 － 7 
当社製品の

販売 
なし 

セントレックス神奈川

㈱ 
神奈川県横浜市 100 ガラス 100.0 － 8 

当社製品の

販売 
なし 

セントラル硝子工事㈱ 東京都杉並区 100 ガラス 100.0 － 9 
当社製品の

販売 

建物及び土

地の賃貸 

双和運輸倉庫㈱ 大阪府堺市 95 化成品、ガラス 100.0 － 5 
当社製品の

運送、保管 
建物の賃貸 

セントラルガラスサー

ビス㈱ 
千葉県浦安市 80 ガラス 100.0 － 5 

当社製品の

加工 
なし 

セントレックス九州㈱ 福岡県糟屋郡 70 ガラス 100.0 － 6 
当社製品の

販売 

建物及び土

地の賃貸 

セントレックス東海㈱ 愛知県名古屋市 67 ガラス 100.0 － 5 
当社製品の

販売 
建物の賃借 

セントレックス中国㈱ 広島県広島市 50 ガラス 100.0 － 6 
当社製品の

販売 
なし 

サングリ－ン㈱ 東京都千代田区 50 化成品 100.0 － 4 
連結子会社

製品の販売 
なし 

日本特殊硝子㈱ 岐阜県海津市 40 ガラス 99.6 － 5 
当社製品の

販売 
なし 

セントレックス静岡㈱ 静岡県静岡市 40 ガラス 100.0 － 3 
当社製品の

販売 
なし 

関西加工硝子㈱ 三重県松阪市 10 ガラス 
100.0 

(100.0)
－ 4 

当社製品の

加工 
なし 

セントラルガラスヨー

ロッパ Ltd. 
イギリス 

千ポンド 

2,600 
化成品 100.0 － 4 

当社製品の

販売 
なし 

セントラルガラスイン

ターナショナル,Inc. 

(注)３ 

アメリカ 
千米ドル 

1,870 
化成品 100.0 － 5 － なし 

 



 （注）１．上記連結子会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数である。 

３．セントラルガラスアメリカ,Inc.及びセントラルガラスインターナショナル,Inc.は合弁事業契約を締結しカ

ーレックスガラスカンパニー(パートナーシップ)を運営している。 

４．セントラル・サンゴバン㈱は、特定子会社に該当している。 

５．セントラル・サンゴバン㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占

める割合が10％を超えている。 

主要な損益情報等   (1)売上高    28,249百万円 

           (2)経常利益      5百万円 

           (3)当期純利益    △8百万円 

           (4)純資産額     300百万円 

           (5)総資産額    7,343百万円 

会社名 住所 
資本金又は
出資金 
(百万円) 

主要な事業の内容 
議決権の所
有割合 
(％) 

関係内容 

役員の兼任等 

営業上の取引 
設備の賃貸
借 

当社
役員 
(人) 

当社
従業
員 
(人) 

セントラルガラスアメ

リカ,Inc. (注）３ 
アメリカ 

千米ドル 

1,030 
ガラス 100.0 1 2 － なし 

ノースウェスタンイン

ダストリーズ,Inc. 
アメリカ 

千米ドル 

1,000 
ガラス 100.0 1 2 － なし 

台湾信徳玻璃股份有限

公司 
台湾 

千新台湾 

ドル 

100,000 

ガラス 100.0 1 3 
当社製品の

加工・販売 
設備の賃貸 

基佳電子材料股份有限

公司 
台湾 

千新台湾 

ドル 

50,000 

化成品 70.0 － 4 
当社製品の

販売 
なし 

台湾創新精材股份有限

公司 
台湾 

千新台湾 

ドル 

15,000 

ガラス 100.0 1 3 
当社製品の

販売 
なし 

北京三重鏡業有限公司  中国  

千人民元 

 57,660 

  

ガラス  51.0 1 2 
当社製品の

加工・販売  
なし  

その他7社                 

（持分法適用関連会社）                 

アルバック成膜㈱ 埼玉県秩父市 272 ガラス 37.6 2 1 
製品の加工

製品の購入 
なし 

裕盛工業股份有限公司 台湾 

千新台湾 

ドル 

288,000 

ガラス 49.0 1 3 
当社製品の

販売 
なし 

その他9社                 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、嘱託社員を含む。）は、年間

の平均人員を（ ）外数で記載している。 

(2)提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。また、嘱託及び

派遣社員は含んでいない。）である。 

２．平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでいる。 

３．臨時雇用者数については従業員数の10％に満たないため、記載を省略している。 

(3)労働組合の状況 

 当社は全事業場にわたり、セントラル硝子労働組合が組織されており、同組合は日本化学エネルギー産業労働組

合連合会に加盟している。なお、労使関係は円満に維持されている。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

ガラス事業 3,351(396) 

化成品事業 1,222 (81) 

合計 4,573(477) 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

1,825 42.5 21.6 6,317,810 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

当連結会計年度におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高止まり等の問題を抱えながらも、企業

収益の改善による設備投資の増加や堅調な個人消費により、景気は回復基調で推移した。 

 当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、このような状況下で積極的な販売活動を展開した結

果、当連結会計年度の売上高は196,651百万円と前期比1.3%の増加となった。 

 損益面については、建築用ガラスや化学品などの価格改定の実施及び経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策

を推進してきたが、重油をはじめとする原材料価格の高騰などにより、営業利益は前期比1,603百万円減の17,707百

万円となった。経常利益は、支払利息の減少や為替差益など営業外損益が改善し、前期比123百万円増の18,918百万

円となり、過去最高の業績となった。当期純利益は、ソーダ電解事業からの撤退による事業構造改善引当金繰入額

2,622百万円を特別損失に計上したこともあり、前期比983百万円減の10,630百万円となった。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次の通りである。 

＜ガラス事業＞ 

 建築用ガラスについては、断熱や防犯など「窓」の高機能化がすすみ、複層ガラスをはじめ、防犯ガラスや合わせ

ガラスなど機能商品の普及がすすんだが、普及の伸展に伴う市場価格の軟化や競争の激化などの影響を受け、また、

取り扱い商品の圧縮もすすめたため、売上高は前期を下回った。 

 自動車産業向け加工ガラスについては、海外子会社の販売が堅調に推移したため、売上高は前期を上回った。 

 電子産業向けファインガラスについては、液晶関連需要が低迷し、厳しい状況で推移したため、売上高は前期を下

回った。 

  以上ガラス事業の売上高は前期比3.8%減の116,622百万円となり、営業利益は原材料価格の上昇などにより、前期

比2,815百万円減の2,733百万円となった。 

＜化成品事業＞ 

 化学品については、新規製品の本格的な売上に加え、各製品の販売価格改定も浸透したため、売上高は前期を上回

った。 

 なお、平成18年６月末に川崎工場のソーダ電解工程を停止し、苛性ソーダ・塩素誘導品の生産並びに販売から撤退

することとした。 

 ファインケミカルについては、医薬関連製品や特殊ガス製品の売上が増加したため、売上高は前期を上回った。 

 肥料については、被覆肥料などの出荷が堅調に推移したことや、新肥料年度価格改定の効果もあり、売上高は前期

を上回った。 

 ガラス繊維については、住宅・自動車分野及び電子・電気部品関連需要が好調に推移したため、売上高は前期を上

回った。 

 以上化成品事業の売上高は前期比9.7%増の80,029百万円となり、営業利益は原材料価格の高騰等によるコスト増が

あったが、化学品の販売価格改定やファインケミカル製品の売上の増加などにより、前期比1,205百万円増の14,971

百万円となった。 

所在地別セグメントの業績は、日本が、売上高176,418百万円、営業利益17,368百万円で、その他の地域は、海外

子会社の販売が堅調だったこともあり、売上高20,233百万円、営業利益351百万円となった。  

なお、当連結会計年度より、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％以下となったため、所在地別

セグメント情報の記載をしている。  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を、事業の種類別セグメント毎に示すと、次の通りである。 

 （注）１．金額は平均販売価格により、消費税等は含まれていない。また振替製品として自家消費されたものは含まれ

ていない。 

２．当社グループの生産・販売品目は、広範囲かつ多種多様のため販売価格による生産高を正確に把握すること

が困難なため概算値で表示している。 

(2）受注状況 

 当社グループ（当社、連結子会社）は原則として、受注生産方式を採用していない。 

(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を、事業の種類別セグメント毎に示すと、次の通りである。 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

２．セグメント間の取引については相殺消去している。 

３【対処すべき課題】 

今後の見通しについては、国内経済は回復基調の継続が予想されるが、原油価格の高騰や、長期金利の上昇、米国・

中国経済の減速懸念など景気の先行きには未だ不透明感が残り、当社グループを取り巻く環境は予断を許さない状況が

続くものと思われる。 

当社グループとしては、生産販売体制の強化と原価低減の推進など経営全般にわたる効率化を進め、基幹事業におけ

る構造改革を推進するとともに、研究開発及び技術開発を強化し、成長分野への経営資源の重点的な投入を行い、グル

ープ企業力の強化に努めていく。 

具体的な戦略として、当社グループは、平成17年4月に、平成19年度を最終年次とする３ヵ年の中期経営計画を策定

し、以下の方針を掲げ、これに取り組むこととした。 

 １．成長分野への積極投資による「成長の循環」を実現し、企業価値の向上をはかる。 

 ２．「現場力の向上」への取り組みを推進し、企業組織力の維持・強化をはかる。 

本計画における主な経営指標の目標値を、連結ＲＯＥ10％の維持とし、平成19年度における目標額を連結売上高2,000

億円、連結経常利益200億円と設定している。  

ガラス事業においては、グループ会社を含めた収益改善策の推進を行っていく。特に、ガラス溶解窯の最適操業、積

極的な営業戦略の展開による原燃料コスト高の吸収、グローバル展開の強化を重点課題として取り組んでいく。 

化成品事業においては、事業の構造改革を推進するとともに、営業力の強化、コストダウンにより、コアビジネスと

して安定収益の確保をはかることを重点課題として取り組んでいく。 

ファインケミカル、ファインガラスなど成長事業分野においては、積極的かつ効率的な経営資源の配分を行うととも

に、新規製品開発のスピードアップをはかり、事業の拡大と収益力の強化を推進していく。 

また、財務目標値を、株主資本比率50％の維持とし、財務の安定性を保ちながら投資余力を拡大させ、投資をより積

極的に行うこととする。新規事業の推進、既存事業の競争力強化のために、３年間で600億円以上の設備投融資を計画

している。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

ガラス事業 72,339 △1.4  

化成品事業 71,955 ＋6.4  

合計 144,294 ＋2.3  

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

ガラス事業 116,622 △3.8  

化成品事業 80,029 ＋9.7  

合計 196,651 ＋1.3  



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがある。なお、当該事業等のリスクについては、当連結会計年度末日現在の

判断によるものであり、また、当社グループの事業上のリスクすべてを網羅しているものではない。 

① 販売市況の変動 

 建築・建材業界、自動車業界及び液晶・半導体業界の動向、それらに伴い変動する販売市況が、当社グループの

経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 

② 原材料価格の変動 

 当社グループの製品は重油等、市況変動の影響を受ける原材料を使用している。その為、その市場価格の高騰

が、当社グループの経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 

③ 債権の貸倒れ 

 取引先の経営悪化等により売上債権等の回収が滞り、当社グループの経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性

がある。 

④ 為替の変動 

 ファインケミカル製品等、製品の一部を輸出しており、また重油等、原材料の一部を輸入しているため、為替の

変動によっては、当社グループの経営成績と財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 

⑤ 重要な訴訟 

 現在、全身吸入麻酔剤セボフルランに関して係争中である。その判決結果によっては、当社グループの経営成績

と財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 

 なお、詳細については「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等（2）その他 ② 訴訟」に記載のとおりであ

る。 

⑥ その他 

 国内外の経済変動・需要変動、品質問題、知的財産権に関する問題、環境規制、特定の分野への依存、製造物 

責任、海外事業活動、災害・事故、生産中断、金利変動、固定資産の価値下落等が、当社グループの経営成績と財

政状態に影響を及ぼす可能性がある。 



５【経営上の重要な契約等】 

(1)技術援助契約 

(2)技術導入契約 

(3)合弁事業契約 

契約会社名 相手方 契約内容 契約期間 対価 

セントラル硝子

(株)（当社） 

裕盛工業股份有限

公司（台湾） 

自動車用加工ガ

ラスの製造技術 

平成14年10月８日から５年

間 

契約期間満了まで、正味販

売価格に一定率を乗じた金

額を受ける。 

契約会社名 相手方 契約内容 契約期間 対価 

セントラル硝子

(株)（当社） 

Ｂａｙｅｒ ＡＧ

（ドイツ） 

ＨＦＣに関連す

るＢａｙｅｒ社

保有特許の実施

権の許諾 

平成14年3月25日から、Bay

er社特許の満了日まで 

頭金の他、契約満了日まで

正味販売金額に対して一定

率を乗じた金額を支払う。 

契約会社名 相手方 契約発効日 契約内容 

セントラル硝子

(株)（当社） 

サンゴバン・セキュ

リット・フランス

S.A.（フランス） 

平成14年12月17日

自動車用ガラス等の共同販売会社としてセントラル・

サンゴバン㈱を設立し運営する旨の契約。      

なお、出資額は次の通りである。 

セントラル硝子㈱  ：195,650千円  

サンゴバン・セキュリ              

ット・フランスS.A. ：105,350千円 

セントラル硝子

(株)（当社）  

サンゴバン グラ

ス フランス（フラ

ンス） 

ハンクック グラ

ス インダストリー

ズ（韓国）  

平成17年４月19日

ＰＤＰ（プラズマ・ディスプレイ・パネル）用ガラス基

板等の生産販売を目的としたディスプレイ グラス アラ

イアンス,Inc.を設立し運営する旨の契約 

 出資比率：セントラル硝子(株)         40％

      サンゴバン グラス フランス     30％

      ハンクック グラス インダストリーズ 30％



６【研究開発活動】 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、社会環境の変化に伴う市場ニーズの多様化に対応した独自製品の開発を基

本方針として、既存事業分野の拡充、強化と併せ、将来の新規事業の核となる製品開発を目指し、鋭意研究開発に取り

組んでいる。 

研究開発は、ガラス事業における硝子研究所と、化成品事業における化学研究所の二研究所体制により、各々の関連

事業部門間との相互密接な連携のもとに研究開発を推進し、研究開発テーマの見直しと重点テーマの絞り込み及び研究

人員の再配置を進めることによりその効率化を図っている。 

当連結会計年度の研究開発費は、6,125百万円であり、主な研究開発の概要と成果は次の通りである。 

 ガラス事業においては、ガラス組成開発技術、成形加工技術、薄膜コーティング技術、複合化技術等の基盤技術によ

り、地球環境に優しい、建築用、自動車用、電子産業用の高機能商品の開発を進めている。建築用では、断熱・遮熱、

防犯、防汚、防曇、防音、電磁波遮蔽、電磁波吸収などの機能を有した商品の開発やガラスの新工法の開発により、快

適な居住空間を提供している。自動車用では、紫外線遮蔽、断熱・遮熱、撥水・滑水、アンテナ等の機能を有した商品

の開発により、安全で快適な運転空間を提供している。電子産業用では、平面ディスプレイ向け、特に、ＰＤＰ（プラ

ズマ・ディスプレイ・パネル）向けの基板用高歪点ガラス「ＣＰ６００Ｖ」、周辺部材用の低融点ガラスフリット、及

び光学フィルター用加工ガラスを始めとした各種ディスプレイ用の商品開発、改良開発を重点的、永続的に進め、高度

情報化社会への的確な対応を図っている。 

 当事業に係る研究開発費は2,571百万円である。 

 化成品事業においては、新規製品の開発を目標に、基幹コモディティ、新規ファイン、オプティカルデバイスの各分

野で製造技術、精製技術、分析技術、応用技術等の基盤技術を展開し、研究開発を進めている。 

 基幹コモディティ分野のうち化学品関連新規製品として製造販売中のオゾン破壊係数ゼロの環境対応型次世代硬質ウ

レタン発泡剤ＨＦＣ２４５ｆａ及びＨＦＥ２５４ＰＣについて、技術改善及び新規グレードの開発を積極的に進めてい

る。 

 肥料関連分野では、肥効時期制御に優れた被覆肥料セラコートＲのより一層の肥効向上、新銘柄の開発等を進め、販

売活動を推進している。 

 ファインケミカル関連では、成長分野に焦点を合わせた商品開発を推進している。そのうち、有機カスタムケミカル

分野では有機弗素化合物の製造技術を中心として、不斉合成、低温反応など製造技術の向上により医薬原薬・中間体や

精密工業薬品の拡充に努めている。また、半導体関連を中心に高純度製品の製造技術及び分析技術を拡充し、広範な製

造プロセス用ガス化合物及び高機能性樹脂材料の開発を精力的に進めている。エネルギー関連分野では、安全性を高め

た新規電解質・電解液を開発し、高性能大容量リチウム二次電池やキャパシター用途で顧客評価を積極的に進めてい

る。アグリバイオ関連分野では、優れた薬効の軟腐病用微生物農薬「バイオキーパー」の開発に続き、新たに長野県と

レタス腐敗病用微生物農薬「ベジキーパー」を共同開発した。引き続き新規剤の開発を進め、商品の拡充に注力してい

る。 

 オプティカルデバイス分野ではフッ化物硝子ファイバ、樹脂をベースに光関連デバイスの開発を進め、バイオ・セン

シング・光通信等の先端分野に呼応する高性能・低価格の光部品の商用生産開始に向け開発を積極的に進めている。 

当事業に係る研究開発費は3,553百万円である。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）財政状態の分析 

①資産、負債及び資本の状況 

当連結会計年度末の総資産は、247,038百万円と前連結会計年度末に比べ15,474百万円（6.7%）増加した。流動資

産は、たな卸資産が増加したが、現金及び預金や売掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べ791百万円(0.8%)

減少した。固定資産のうち、有形固定資産は、板ガラス製品製造設備の改修やファインケミカル製品製造設備など成

長分野への積極的な投資等により、前連結会計年度末に比べ5,337百万円（6.0%）増加した。また、投資その他の資

産は、上場株式の株価上昇等により投資有価証券が10,674百万円（26.3%）の増加となり、固定資産合計では前連結

会計年度末から16,265百万円（11.9%）増加の152,671百万円となった。 

負債については、有利子負債や未払法人税等が減少したが、ソーダ電解事業からの撤退による事業構造改善引当金

2,622百万円の計上等があり負債合計では前連結会計年度末に比べ103百万円（0.1%）の増加となった。 

株主資本は、利益剰余金とその他有価証券評価差額金が増加した結果、前連結会計年度末に比べ15,090百万円

（13.8%）増加し、124,255百万円となった。 

②キャッシュ・フローの状況  

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益や減価償却費等により、17,184百万円となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により、17,412百万円のマイナスとなっ

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いや借入金の返済等により、3,526百万円のマイナスとな

り、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ3,571百万円減少の11,121百万円となった。 

なお、有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ800百万円減少の48,052百万円となり、デット・エクイティ・

レシオ（株主資本に対する有利子負債の割合）は、前連結会計年度末の0.45倍から0.39倍となった。  

（２）経営成績の分析 

 当連結会計年度の当社グループの売上高は196,651百万円となり、前連結会計年度に比べ2,443百万円(1.3%)増加し

た。営業利益は、17,707百万円となり前連結会計年度に比べ1,603百万円(8.3%)減少した。売上高及び営業利益の概

要は「第２ 事業の状況 １．業績等の概要」に記載のとおりである。 

経常利益は、支払利息の減少や為替差益など営業外損益が1,726百万円改善したことにより、前連結会計年度に比

べ123百万円増加し、18,918百万円となり、過去最高益となった。 

特別利益は、固定資産の売却益及び投資有価証券の売却益である。 

 特別損失は、事業構造改善引当金繰入額、環境安全対策引当金繰入額等である。 

 これにより、税金等調整前当期純利益は17,208百万円となり、当期純利益は10,630百万円となった。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社グループ（当社及び連結子会社）では、当連結会計年度において、総額16,813百万円の設備投資を行った。 

  ガラス事業については、板ガラス製品製造設備の改修を中心とし8,567百万円の設備投資を行い、化成品事業につい

ては、ファインケミカル製品製造設備の建設を中心に8,245百万円の設備投資を行った。 

  所要資金については、いずれの投資も主に自己資金を充当した。 

  なお、上記設備投資には、無形固定資産および長期前払費用への投資を含めて記載している。  

２【主要な設備の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、以下の通りである。 

 なお、帳簿価額は有形固定資産であり、建設仮勘定は含まれていない。 

(1)提出会社 

(2）国内子会社 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 

従業員数 
(人) 建物及

び構築
物 

機械装
置及び
運搬具 

土地 
(千㎡) 

その他 合計 

宇部工場 

(山口県宇部市) 

ガラス 

化成品 

板ガラス、ソー

ダ、ファインケ

ミカル製品等生

産設備 

9,352 13,562 
4,647 

(936.4)
1,137 28,700 563 

堺工場 

(大阪府堺市) 
ガラス 

板ガラス等生産

設備 
1,787 1,479 

1,920 

(116.7)
63 5,250 74 

松阪工場 

(三重県松阪市) 
ガラス 

板ガラス等生産

設備 
5,315 6,806 

5,983 

(856.1)
856 18,961 618 

川崎工場 

(神奈川県川崎市) 
化成品 

ソーダ、塩素、

ファインケミカ

ル製品等生産設

備 

1,955 3,929 
4,215 

(123.1)
65 10,166 96 

本社 

(東京都千代田区他) 

全社的管理業

務、販売業務 
その他設備 3,518 451 

5,790 

(173.0)
621 10,382 386 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 従業員数 
(人) 

外[臨時

雇用者] 

建物及
び構築
物 

機械装
置及び
運搬具 

土地 
(千㎡) 

その他 合計 

セントラル化成㈱ 

(山口県宇部市) 
化成品 肥料等生産設備 814 1,344 

－ 

(－)
24 2,184 

81 

[3]

三重硝子工業㈱ 

(三重県松阪市) 
ガラス 

加工ガラス生産

設備 
139 343 

－ 

(－)
11 494 

167 

[60]

関西加工硝子㈱ 

(三重県松阪市) 
ガラス 

加工ガラス生産

設備 
152 265 

58 

(31.8)
6 483 

91 

[88]

セントラルグラス

ファイバー㈱ 

(三重県松阪市) 

化成品 
ガラス長繊維生

産設備 
310 2,358 

－ 

(－)
51 2,720 

125 

[10]



(3）在外子会社 

 （注）提出会社の土地、建物の中には賃貸中のものを含んでおり、主なものは次の通りである。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備の新設 

 （注）上記金額は、消費税等を含まない。 

(2）重要な設備の改修 

 （注）上記金額は、消費税等を含まない。 

(3）重要な設備の除却及び売却 

 （注）１．上記金額は、消費税等を含まない。 

    ２．除却予定額は、撤去費用等を含んでいる。なお、当連結会計年度において、同金額を事業構造改善引当金と

して処理している。 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額（単位：百万円） 従業員数 
(人) 

外[臨時

雇用者] 

建物及
び構築
物 

機械装
置及び
運搬具 

土地 
(千㎡) 

その他 合計 

セントラルガラス

アメリカインコー

ポレィテッド(ア

メリカ) 

ガラス 
加工ガラス生産

設備 
1,590 1,678 

67 

(228.2)
133 3,469 

399 

[37]

  土地   建物等 

宇部工場 ： 78.1千㎡ 444百万円 － 

松阪工場 ： 51.7 389 － 

本社 ： 46.8 1,657 2,024百万円 

会社名 
事業所名 
所在地 

事業の種類
別セグメン
ト 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定 

摘要 
総額 
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了 

セントラル硝子㈱  

宇部工場  

山口県宇部市  

化成品 

ファインケミカ

ル製品 

製造設備  

1,580 － 自己資金 
平成18年

５月  

平成19年

９月  
－ 

会社名 
事業所名 
所在地 

事業の種類
別セグメン
ト 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達
方法 

着手及び完了予定 

摘要 
総額 
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了 

セントラル硝子㈱ 

松阪工場 

三重県松阪市 

ガラス 
板ガラス製品 

製造設備 
5,000 2,860 自己資金 

平成17年

１月 

平成18年

７月 
－ 

会社名 

事業所名 

所在地 

事業の種類別

セグメント 
設備の内容 

除却予定額 

 （百万円） 
除却予定時期 摘要 

セントラル硝子㈱ 

川崎工場 

神奈川県川崎市 

 化成品 
ソーダ電解製品

製造設備  
2,622 

平成18年７月

以降 
－ 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成18年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれていない。 

(2）【新株予約権等の状況】 

旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次の通りである。 

平成16年10月20日取締役会決議 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 867,944,000 

計 867,944,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数（株） 

(平成18年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成18年６月29日) 

上場証券取引所名又は登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 214,879,975 214,879,975 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

 （各市場第一部） 

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式 

計 214,879,975 214,879,975 － － 

 
事業年度末現在 

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 20,000 同左 

新株予約権の数（個） 20,000 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 24,691,358 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 810 同左 

新株予約権の行使期間 自 平成16年12月１日 

至 平成22年３月30日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

810 

405 
同左 

新株予約権の行使の条件 当社が本社債につき期限の利

益を喪失した場合には、以後

本新株予約権を行使すること

はできない。また、各本新株

予約権の一部については、行

使請求することができない。

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 本社債は旧商法第341条ノ２

第４項の定めにより、本新株

予約権または社債の一方のみ

を譲渡することはできない。

同左 



(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注） 資本準備金による自己株式消却 

（自 平成11年４月１日 至 平成12年３月31日） 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式331,985株は「個人その他」に331単元、及び「単元未満株式の状況」に985株含まれている。 

２．「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれている。 

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成12年３月31日 

（注） 
△3,556 214,879 － 18,168 △760 8,075 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株） 
単元未満株

式の状況 

（株） 
政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法

人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 1 99 52 264 267 －  14,314 14,997 － 

所有株式数（単元） 3 86,677 3,779 23,461 54,880 －  44,644 213,444 1,435,975 

所有株式数の割合

（％） 
0.00 40.61 1.77 10.99 25.71 －  20.92 100 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．住友信託銀行株式会社から、平成17年２月15日付で変更報告書の提出（報告義務発生日平成17年１月31

日）及び平成17年６月13日付の訂正報告書の提出があり、次のとおり株式を所有している旨の報告を受けて

いるが、当社として当期末時点における所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めてい

ない。 

２．ジェー・ピー・モルガン・ホワイトフライヤーズ・インク及びその共同保有者であるジェー・ピー・モル

ガン・アセット・マネジメント(ユーケー)リミテッド、ジェー・エフ・アセット・マネジメント(タイワン)

リミテッド、ジェー・ピー・モルガン・フレミング・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社から、平

成17年７月15日付で変更報告書の提出（報告義務発生日平成17年６月30日）があり、それぞれ次のとおり株

式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当期末時点における所有株式数の確認ができないの

で、上記大株主の状況には含めていない。 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

日本トラステイ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１－８－１１ 13,485 6.28 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町２－１１－３ 11,755 5.47 

みずほ信託退職給付信託 

みずほコーポレート銀行口再

信託受託者資産管理サービス

信託 

東京都中央区晴海１－８－１２ 8,295 3.86 

みずほ信託退職給付信託 

山口銀行口再信託受託者 

資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海１－８－１２ 4,300 2.00 

三井住友海上火災保険株式会

社 
東京都中央区新川２－２７－２ 3,734 1.74 

ステート ストリート バン

ク アンド トラスト カン

パニー ５０５０１９ 

（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行兜町証券

決済業務室） 

AIB INTERNATIONAL CENTRE P.O. BOX 518 

 IFSC DUBLIN, IRELAND 

（東京都中央区日本橋兜町６－７） 

3,245 1.51 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１－１－２ 3,241 1.51 

日本トラステイ・サービス信

託銀行株式会社（中央三井信

託銀行退職給付信託口） 

東京都中央区晴海１－８－１１ 3,149 1.47 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１－６－６ 3,017 1.40 

三井生命保険株式会社  東京都中央区晴海１－８－１１  2,769 1.29 

計 － 56,990 26.52 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

株券保有割合
（％） 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜４－５－３３ 株式  9,447 4.40 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

株券保有割合
（％） 

ジェー・ピー・モルガン・ホ

ワイトフライヤーズ・インク 

（本店）アメリカ合衆国 ニューヨーク州

10017 ニューヨーク パーク・アベニュー

270（英国支店）英国、ロンドンEC2Y 5AJ

ロンドン・ウォール 125 

株式    37 0.02 

 



３．株式会社みずほコーポレート銀行及びその共同保有者である株式会社みずほ銀行、みずほ証券株式会社、

みずほ信託銀行株式会社、第一勧業アセットマネジメント株式会社、富士投信投資顧問株式会社、みずほイ

ンターナショナルＰＬＣから、平成17年11月15日付で変更報告書の提出（報告義務発生日平成17年10月31

日）及び平成17年12月２日付の訂正報告書の提出があり、それぞれ次のとおり株式を所有している旨の報告

を受けているが、当社として当期末時点における所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には

含めていない。 

４．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行及びその共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券株

式会社、三菱ＵＦＪセキュリティーズインターナショナル、三菱ＵＦＪ投信株式会社、エム・ユー投資顧問

株式会社から、平成17年11月15日付で大量保有報告書の提出（報告義務発生日平成17年10月31日）があり、

それぞれ次のとおり株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当期末時点における所有株式

数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。 

 なお、平成18年２月15日付で変更報告書の提出（報告義務発生日平成18年１月31日）があり、株式会社東

京三菱銀行は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行へ商号変更した旨の報告を受けている。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

株券保有割合
（％） 

ジェー・ピー・モルガン・ア

セット・マネジメント(ユーケ

ー)リミテッド 

英国 EC2V 5AJ ロンドン、ロンドン・

ウォール 125 
株式      0 0.00 

ジェー・エフ・アセット・マ

ネジメント(タイワン)リミテ

ッド 

中華民国、台湾、台北、セクション2、ツ

ン・フワ・エス・ロード65 17階 
株式    294 0.14 

ジェー・ピー・モルガン・フ

レミング・アセット・マネジ

メント・ジャパン株式会社 

東京都港区赤坂５－２－２０ 赤坂パーク

ビルヂング 
株式  9,299 4.33 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

株券保有割合
（％） 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都千代田区丸の内１－３－３ 株式  8,554 3.97 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 株式  2,205 1.03 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１－５－１ 株式   811 0.38 

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１－２－１ 株式  1,837 0.85 

第一勧業アセットマネジメン

ト株式会社 
東京都千代田区有楽町１－７－１ 株式    80 0.04 

富士投信投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋小舟町８－１ 株式   22 0.01 

みずほインターナショナルＰ

ＬＣ  

Bracken House,One Friday Street,London,

EC4M9JA,United Kingdom 
株式   512 0.24 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

株券保有割合
（％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 株式    401 0.19 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 株式  8,640 4.02 

三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内２－４－１ 株式   363 0.17 

三菱ＵＦＪセキュリティーズ

インターナショナル 
6 Broadgate,London EC2M2AA,United Kingdom 株式    234 0.11 

三菱ＵＦＪ投信株式会社 東京都千代田区丸の内１－４－５ 株式   953 0.44 

エム・ユー投資顧問株式会社 東京都中央区日本橋室町３－２－１５ 株式   243 0.11 



５．Goldman Sachs(Japan)Ltd.及びその共同保有者であるGoldman Sachs International、

Goldman Sachs Asset Management,L.P.、Goldman Sachs & Co.、ゴールドマン・サックス・アセット・マネ

ジメント株式会社から、平成18年１月13日付で大量保有報告書の提出（報告義務発生日平成17年12月31日）

があり、それぞれ次のとおり株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当期末時点における

所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には含めていない。 

    ６．野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC、NOMURA SECURITIES INTERNATION

AL,Inc.、NOMURA HOLDING AMERICA Inc.、野村アセットマネジメント株式会社及び野村信託銀行株式会社か

ら、平成18年３月15日付で変更報告書の提出（報告義務発生日平成18年２月28日）があり、それぞれ次のと

おり株式を所有している旨の報告を受けているが、当社として当期末時点における所有株式数の確認ができ

ないので、上記大株主の状況には含めていない。 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

株券保有割合
（％） 

Goldman Sachs(Japan)Ltd. 

英国領バージン・アイランド、トルトラ、

ロード・タウン、ロマスコ・プレイス、ウ

ィックハムズ・ケイ1、私書箱3140 

株式  1,112 0.52 

Goldman Sachs International 
Peterborough Court,133 Fleet Street, 

 London EC4A 2BB UK 
株式  9,737 4.53 

Goldman Sachs Asset Managem

ent,L.P. 

32 Old Slip,New York,New York,10005 

 U.S.A. 
株式  3,665 1.71 

Goldman Sachs & Co. 
85 Broad Street,New York,New York 

 10004,U.S.A. 
株式  3,715 1.73 

ゴールドマン・サックス・ア

セット・マネジメント株式会

社 

東京都港区六本木６－１０－１ 六本木ヒ

ルズ森タワー 
株式  1,113 0.52 

氏名又は名称 住所 
保有株券等の数 
（千株） 

株券保有割合
（％） 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１－９－１ 株式   116 0.05 

NOMURA INTERNATIONAL PLC 
Nomura House 1,St.Martin' s-le Grand 

London EC1A 4NP, England 
株式    23 0.01 

NOMURA SECURITIES INTERNAT

IONAL,Inc. 

2 World Financial Center , Building B 

New York , N.Y. 10281-1198 
株式    49 0.02 

NOMURA HOLDING AMERICA Inc. 
2 World Financial Center,Building B   

New York,N.Y.10281-1198 
株式    49 0.02 

野村アセットマネジメント株

式会社 
東京都中央区日本橋１－１２－１ 株式 11,226 5.22 

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２－２－２ 株式   51 0.02 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権の数2個）含まれてい

る。 

②【自己株式等】 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はない。 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     653,000 ― 

権利内容に何ら限定のない

当社における標準となる株

式 

完全議決権株式（その他）(注) 普通株式 212,791,000 212,791 同上 

単元未満株式 普通株式   1,435,975 ― 同上 

発行済株式総数 214,879,975 ― ― 

総株主の議決権 ― 212,791 ― 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

セントラル硝子株

式会社 

山口県宇部市大字沖宇

部5253番地 
331,000 ― 331,000 0.15 

宇部吉野石膏株式

会社 

山口県宇部市大字沖宇

部5254番地11 
317,000 ― 317,000 0.15 

株式会社北海道ガ

ラスサッシセンタ

ー  

北海道札幌市清田区清

田一条4丁目5-15  
5,000  ― 5,000 0.00 

計 ― 653,000 ― 653,000 0.30 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 該当事項はない。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

 （注）平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を削除・新設し、「当会社は、剰余金の配当等会社

法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって

定める。」旨を定款に定めている。 

  平成18年６月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円）

自己株式取得に係る決議 － － － 



(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

  該当事項はない。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はない。 

３【配当政策】 

 当社の利益配分にあたっては、企業体質の強化を図るため、研究開発や設備投資など将来の事業展開のための内部

留保の充実を考慮しつつ、長期的視点に立って業績に見合った安定的な配当を行うことを基本方針としている。 

 株主への利益還元については、配当及び自己株式取得の合計額の連結利益に対する比率（株主総還元性向）を30%

とすることを中期的な目標としている。 

 この方針のもと、業績の状況も踏まえ、期末の配当は、創立７０周年記念配当１円を加え、１株につき5.5円と

し、これにより年間の配当金は、中間配当金4.5円と合わせて１株当たり10円（前期比１円増配）と決定した。 

 なお、第92期の中間配当についての取締役会決議は、平成17年11月14日に行っている。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注）株価の最高・最低は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注）株価の最高・最低は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

回次 第88期 第89期 第90期 第91期 第92期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 710 744 845 924 737 

最低（円） 482 486 491 661 613 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 667 698 695 737 722 698 

最低（円） 613 640 647 657 634 641 



５【役員の状況】 

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

社長執行役員 
中村 禎良 昭和14年６月12日 

平成９年４月 ㈱日本興業銀行常務取締役審査部長 

同 11年６月 当社顧問 

同 11年６月 代表取締役専務就任 

同 12年６月 代表取締役社長就任 

同 16年６月 代表取締役・社長執行役員就任(現任) 

66 

代表取締役 

副社長執行役員 
川上  洋 昭和17年８月21日 

昭和40年４月 当社入社 

平成５年６月 人事部長 

同 ８年６月 取締役就任 人事部長 

同 ９年10月 大阪支店長 

同 11年６月 社長室長 

同 12年６月 代表取締役専務就任 

同 13年４月 社長室長 

同 16年６月 代表取締役・副社長執行役員就任(現任) 

26 

代表取締役 

専務執行役員 
三本 誠一 昭和20年６月１日 

昭和43年４月 当社入社 

平成８年６月 化成品技術部長 

同 12年６月 取締役就任 宇部工場長 

同 16年６月 取締役・常務執行役員就任 

同 18年６月  代表取締役・専務執行役員就任（現任）  

22 

取締役 

常務執行役員 
阿部 新生 昭和21年２月21日 

平成６年６月 ㈱日本興業銀行上海支店長 

同 ８年５月 当社顧問 

同 ８年６月 取締役就任 国際部長 

同 11年６月 大阪支店長 

同 12年６月 常務取締役就任 国際部長 

同 12年７月 セントラルガラスアメリカインコーポレィテ

ッド取締役会長（現任） 

同 12年７月 セントラルガラスインターナショナルインコ

ーポレィテッド取締役社長 

同 14年９月 台湾信徳玻璃股份有限公司董事長就任（現

任） 

同 14年９月 台湾創新精材股份有限公司董事長就任（現

任） 

同 16年６月 取締役・常務執行役員就任（現任） 

同 16年12月  セントラルガラス韓国㈱代表取締役就任（現

任）  

24 

取締役 

常務執行役員 
田村  隆 昭和20年８月４日 

昭和44年４月 当社入社 

平成８年11月 宇部工場管理部長 

同 12年６月 取締役就任 人事部長 

同 16年６月 取締役・常務執行役員就任（現任） 

31 

取締役 

常務執行役員 
硯川  豊 昭和23年８月２日 

昭和46年４月 当社入社 

平成９年６月 仙台支店長 

同 12年６月 名古屋支店長兼㈱中京ガラスセンター取締役

社長 

同 15年３月 大阪支店長 

同 16年６月  常務執行役員就任  

同 18年６月  取締役就任 常務執行役員（現任）   

5 

取締役 

常務執行役員 
金子 惠治 昭和24年２月25日 

昭和46年４月 当社入社 

平成11年４月 経理部参事 

同 13年６月 経理部長 

同 16年６月 取締役・常務執行役員就任（現任） 

14 

 



（注）１． 監査役 根岸 重治、細田 拓及び下田 孝は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

２． 当社では平成16年６月29日より重要な経営事項の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確にするととも

に取締役会をスリム化して、経営の効率化と責任の明確化を図るため、執行役員制を導入した。 

執行役員は以下のとおりである。 

役名及び職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役 

常務執行役員 
熊谷 洋一 昭和24年５月22日 

昭和49年４月 当社入社 

平成11年４月 ファインケミカル営業第一部長 

同 16年６月 常務執行役員就任 

同 17年６月 化成品事業企画室長 

同 17年12月  セントラルガラスインターナショナルインコ

ーポレィテッド取締役社長（現任）  

同 18年６月  取締役就任 常務執行役員（現任）  

11 

取締役  

常務執行役員  
影山 陽一  昭和23年２月17日  

昭和47年４月 当社入社  

平成７年４月 宇部工場硝子製造部長  

同 10年６月  堺工場長  

同 13年６月  硝子技術部長  

同 16年６月  執行役員就任 硝子技術部長  

同 17年６月  松阪工場長  

同 18年６月  取締役・常務執行役員就任（現任）   

10 

常勤監査役 石塚 充夫 昭和21年８月７日 

昭和46年４月 当社入社 

平成９年４月 経理部参事 

同 10年６月 松阪工場管理部長 

同 13年６月 総務部長 

同 16年６月 常勤監査役就任（現任） 

4 

常勤監査役 早瀨 登志貴 昭和24年６月19日 

昭和48年４月 当社入社 

平成12年８月 国際部長 

同 17年10月 総務部長 

同 18年６月 常勤監査役就任（現任） 

- 

監査役 根岸 重治 昭和３年12月４日 

平成６年１月 最高裁判所判事 

同 10年12月 退官、弁護士登録（現任） 

同 12年６月 当社監査役就任（現任） 

- 

監査役 細田 拓 昭和14年８月23日 

平成12年６月 協和醗酵工業㈱専務取締役執行役員就任 

同 12年６月 理研化学㈱代表取締役社長就任 

同 14年８月 櫻酒造㈱代表取締役社長就任 

同 15年６月 協和醗酵工業㈱顧問就任（現任） 

同 15年６月 当社監査役就任（現任） 

- 

監査役 下田 孝 昭和15年８月29日 

平成９年６月 秩父小野田㈱取締役就任 

同 14年４月 太平洋セメント㈱常務取締役就任 

同 16年４月 同社 取締役常務執行役員就任 

同 17年６月 当社監査役就任（現任） 

同 18年４月  太平洋セメント㈱取締役就任  

同 18年６月  同社 顧問就任（現任）  

- 

      計14名 213 

社長執行役員 中村 禎良 執行役員 福間 和夫 

副社長執行役員 川上  洋 執行役員 髙橋 邦人 

専務執行役員 三本 誠一 執行役員 川島 親史 

常務執行役員 阿部 新生 執行役員 前島 隆治 

常務執行役員 田村  隆 執行役員 中山 敏紀 

常務執行役員 硯川  豊 執行役員 小倉 基義 

常務執行役員 金子 惠治 執行役員 加藤 俊憲 

常務執行役員 熊谷 洋一 執行役員 廣江 一治 

常務執行役員 堤 憲太郎 執行役員  永冨 明郎  

常務執行役員 影山 陽一 執行役員  森  達也  

常務執行役員 皿澤 修一     



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、一層の企業価値向上と収益の拡大を図るため、絶えず経営全体の透明性及び公正性を高めていくととも

に、経営環境の変化に迅速に対応できる効率的且つ合理的な組織体制の確立に努めていく。 

(2）会社の機関、内部統制システム、コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

 当社は、平成16年６月の定時株主総会終了後に、執行役員制度を導入することで、重要な経営事項の意思決定及

び監督機能と業務執行機能とを分離するとともに、取締役会のスリム化と経営の効率化、迅速化を図っている。ま

た、平成18年５月15日開催の取締役会において、内部統制体制、すなわち、「取締役の職務の執行が法令及び定款

に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で

定める体制の整備」を決定している。 

 取締役会は、平成18年６月29日現在、代表取締役以下９名から成り、月１回の定例会の他にも必要に応じて適宜

開催し、法定決議事項と経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長を始めとする執行役員の業務執行状況

を監督している。 

 経営会議は、平成18年６月29日現在において、社長執行役員から常務執行役員までの11名から成り、原則週１回

開催し、業務執行上重要な事項を審議・決議し、また取締役会への上程議案を審議している。 

 監査役会は、平成18年６月29日現在において、監査役５名（内社外監査役３名）から成り、月１回の定例監査役

会において重要事項に関する決議、協議を行っている。 

 監査役はそれぞれ、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務遂行を監査する他、適宜各事業場や関係会

社の業務執行状況も監査し、情報の共有と意見交換を密に行いながら、当社グループ全体の経営規律の維持・強化

を図っている。 

 また、内部監査部門として業務監査部を設置し、当社グループの業務監査を行い、かつ常勤監査役に対して定期

的に連絡・報告を行っている。 

 この他に、当社グループのコンプライアンスを徹底するため、環境安全推進委員会、独占禁止法遵守推進委員

会、安全保障貿易管理委員会、製品安全対策委員会を組織横断的に設置し、各専門テーマに関する審議、調査、指

導・啓蒙活動等を行っている。 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制の模式図は次の通りである。 



  (3) 社外監査役と会社との利害関係 

    社外監査役と当社の間には人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はない。 

  (4) 会計監査の状況 

 当社は、あずさ監査法人および公認会計士笹村正彦氏より監査を受けている。 

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は以下の通りである。 

 ・業務を執行した公認会計士の氏名 

   あずさ監査法人所属 ： 池谷 修一、宮原 正弘 

   笹村公認会計士事務所： 笹村 正彦 

 ・会計監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士 ３名、会計士補 ３名、その他 ２名（全てあずさ監査法人所属） 

(5）役員報酬の内容 

 当社の役員報酬の内容は、以下の通りである。 

 （注）期末現在の取締役の人員は９名、監査役の人員は５名である。 

(6）監査報酬の内容 

 当社が、あずさ監査法人及び公認会計士笹村正彦氏と締結した監査契約に基づく監査証明に係る報酬の金額は28

百万円である。 

 取締役 監査役 合  計 

 
支給人員 

（人） 

支給額 

（百万円） 

支給人員 

（人） 

支給額 

（百万円） 

支給人員 

（人） 

支給額 

（百万円） 

定款又は株主総会

決議に基づく報酬 
9 188 5 50 14 239 

利益処分による役

員賞与 
9 40 4 10 13 50 

合  計 － 228 － 60 － 289 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

 ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成している。 

 ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）については、「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16年１月30日内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成している。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日ま

で）及び当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16

年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表

について、あずさ監査法人、公認会計士笹村正彦氏により監査を受けている。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  14,707 11,244 

２．受取手形及び売掛金  51,980 50,100 

３．たな卸資産  24,838 29,320 

４．繰延税金資産  1,870 1,631 

５．その他  2,446 2,678 

貸倒引当金  △685 △608 

流動資産合計  95,158 41.1 94,366 38.2

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物及び構築物 ※２ 79,053 83,847   

減価償却累計額  54,984 24,069 56,686 27,160 

(2）機械装置及び運搬具 ※２ 190,069 198,004   

減価償却累計額  157,967 32,102 162,378 35,626 

(3)土地 ※２ 24,245 24,236 

(4)建設仮勘定  5,306 3,915 

(5）その他  17,735 18,792   

減価償却累計額  14,616 3,118 15,550 3,241 

有形固定資産合計  88,842 38.4 94,179 38.1

２．無形固定資産    

(1）連結調整勘定  885 1,121 

(2）その他  812 1,657 

無形固定資産合計  1,697 0.7 2,778 1.1

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 
※１ 
※２ 

40,536 51,210 

(2）長期貸付金  108 89 

(3）繰延税金資産  1,255 1,210 

(4）その他 ※１ 4,781 3,747 

貸倒引当金  △814 △544 

投資その他の資産合計  45,866 19.8 55,713 22.6

固定資産合計  136,406 58.9 152,671 61.8

資産合計  231,564 100.0 247,038 100.0 

     
 



   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金  22,997 22,817 

２．短期借入金 ※２ 23,182 19,321 

３．未払法人税等  5,005 3,536 

４．未払費用  9,370 8,794 

５．賞与引当金  1,745 1,766 

６．その他  10,014 9,388 

流動負債合計  72,314 31.2 65,625 26.6

Ⅱ 固定負債    

１．社債  20,400 20,400 

２．長期借入金 ※２ 5,186 8,239 

３．繰延税金負債  1,080 3,718 

４．退職給付引当金  13,177 12,329 

５．役員退職慰労引当金  391 502 

６．特別修繕引当金  8,688 7,698 

７．事業構造改善引当金  － 2,622 

８．環境安全対策引当金  － 327 

９．その他  916 796 

固定負債合計  49,840 21.6 56,634 22.9

負債合計  122,155 52.8 122,259 49.5

 



   
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（少数株主持分）    

少数株主持分  243 0.1 523 0.2

     

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※７ 18,168 7.8 18,168 7.3

Ⅱ 資本剰余金  8,118 3.5 8,118 3.3

Ⅲ 利益剰余金  73,613 31.8 82,048 33.2

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 11,546 5.0 17,236 7.0

Ⅴ 為替換算調整勘定  △2,061 △0.9 △1,065 △0.4

Ⅵ 自己株式 ※８ △220 △0.1 △250 △0.1

資本合計  109,165 47.1 124,255 50.3

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 231,564 100.0 247,038 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高  194,208 100.0 196,651 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１ 134,718 69.4 139,177 70.8

売上総利益  59,490 30.6 57,474 29.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売運賃及び諸掛  14,489 13,777   

２．貸倒引当金繰入額  108 51   

３．従業員給与等  10,186 10,310   

４．賞与引当金繰入額  675 661   

５．退職給付引当金繰入額  852 770   

６．役員退職慰労引当金繰
入額 

 119 117   

７．研究開発費 ※１ 4,643 4,905   

８．その他  9,106 40,180 20.7 9,172 39,767 20.2

営業利益  19,310 9.9 17,707 9.0

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  13 24   

２．受取配当金  536 625   

３．為替差益  － 1,023   

４．持分法による投資利益  330 269   

５．貯蔵品売却益  538 869   

６．その他雑収入  1,208 2,628 1.4 1,431 4,243 2.1

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  706 493   

２．固定資産廃棄損 ※２ 832 1,137   

３．特別修繕引当金繰入額 ※３ 508 508   

４．その他雑支出  1,095 3,143 1.6 892 3,032 1.5

経常利益  18,795 9.7 18,918 9.6

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※４ 183 114   

２．投資有価証券売却益  173 357 0.2 1,387 1,502 0.7

Ⅶ 特別損失    

１．事業構造改善引当金繰
入額 

※５ － 2,622   

２．環境安全対策引当金繰
入額 

※６ － 327   

３．固定資産売却損 ※７ － 23   

４．投資有価証券売却損  1 17   

５．投資有価証券評価損  12 72   

６．投資有価証券清算損   － 7   

７．ゴルフ会員権評価損   72 8   

８．減損損失 ※８ － 132   

９．災害損失   68 －   

10．社債償還損  269 424 0.2 － 3,211 1.6

税金等調整前当期純利益  18,727 9.7 17,208 8.7

法人税、住民税及び事業
税 

 7,940 7,366   

法人税等調整額  △834 7,105 3.7 △792 6,574 3.3

少数株主利益  7 0.0 3 0.0

当期純利益  11,614 6.0 10,630 5.4



③【連結剰余金計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  8,117  8,118

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１.自己株式処分差益  1 1 0 0

Ⅲ 資本剰余金期末残高  8,118  8,118

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  63,561  73,613

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１．当期純利益  11,614 11,614 10,630 10,630

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  1,502 2,145 

２．役員賞与  60 1,562 50 2,195

Ⅳ 利益剰余金期末残高  73,613  82,048

    



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 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  18,727 17,208 

減価償却費  10,283 11,015 

減損損失  － 132 

連結調整勘定償却額  4 21 

引当金の増加額(△は減
少額) 

 △226 886 

受取利息及び受取配当金  △550 △649 

支払利息  706 493 

持分法による投資利益  △330 △269 

有価証券・固定資産評価
売却損益等 

 332 △550 

売上債権の減少額(△は
増加額) 

 △2,369 2,440 

たな卸資産の減少額(△
は増加額) 

 △1,964 △4,207 

仕入債務の増加額(△は
減少額) 

 828 △382 

未払消費税等の増加額
(△は減少額) 

 △220 △195 

役員賞与  △60 △50 

その他  3,695 △172 

小計  28,856 25,722 

利息及び配当金の受取額  550 649 

利息の支払額  △795 △458 

法人税等の支払額  △7,096 △8,729 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 21,514 17,184 

 



   
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 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 

 △0 △143 

定期預金の払戻による収
入 

 30 35 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △13,511 △17,390 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 304 325 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △210 △2,038 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 334 2,370 

連結範囲変更を伴う子会
社株式の取得による支出 

 △244 － 

連結範囲変更を伴う子会
社株式の取得による収入 

 － 96 

その他  △309 △668 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △13,606 △17,412 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増加額
(△は減少額) 

 △8,285 △3,969 

長期借入れによる収入  － 4,524 

長期借入金の返済による
支出 

 △3,447 △1,868 

社債発行による収入  20,000 － 

社債償還による支出  △15,000 － 

配当金の支払額  △1,502 △2,145 

その他  4 △67 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △8,231 △3,526 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 4 182 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額(△は減少額) 

 △318 △3,571 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 15,010 14,692 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 14,692 11,121 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数38社 

 主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４．

関係会社の状況」に記載しているため省略した。 

(1)連結子会社の数39社 

 主要な連結子会社名は、「第１ 企業の概況 ４．

関係会社の状況」に記載しているため省略した。 

連結子会社であった本田工業㈱が、セントレックス

関西㈱とヨシダ硝子㈱を吸収合併し社名変更しセント

レックス関西㈱となった。 

 また、当連結会計年度において新たに設立したセン

トラル合同肥料㈱、新たに取得したサングリーン㈱、

基佳電子材料股份有限公司を連結の範囲に含めた。 

北京三重鏡業有限公司を重要性が増加したため、新

たに連結の範囲に含めた。 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

㈱セントラルサービス、宇部珪曹㈱ 

(2)主要な非連結子会社の名称等 

同   左 

（連結の範囲から除いた理由） （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社の会社間取引等消去後の総資産額、 

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）等は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためである。 

  同   左 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社数 11社 

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社数 11社 

 主要な会社名は、「第１ 企業の概況 ４．関係

会社の状況」に記載しているため省略した。 

 なお、持分法を適用していない非連結子会社（㈱

セントラルサービス、宇部珪曹㈱他）及び関連会社

（宇部アンモニア工業㈲、タカラ化成工業㈱ 他）

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）等からみて持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲

から除外している。 

 主要な会社名は、「第１ 企業の概況 ４．関係

会社の状況」に記載しているため省略した。 

 当連結会計年度において新たに設立したディスプ

レイ グラス アライアンス,Inc.を持分法の適用範囲

に含めた。 

 また、野内硝子㈱については、出資比率が低下し

たため、持分法の適用範囲から除外した。 

 なお、持分法を適用していない非連結子会社（㈱

セントラルサービス、宇部珪曹㈱他）及び関連会社

（宇部アンモニア工業㈲、タカラ化成工業㈱ 他）

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）等からみて持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため持分法の適用範囲

から除外している。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 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、セントラルガラスアメリカ,In

c.、セントラルガラスインターナショナル,Inc.、シン

クェストラボラトリーズ,Inc.、ノースウエスタンイン

ダストリーズ,Inc.、セントラルガラスヨーロッパ Lt

d.、台湾信徳玻璃股份有限公司、台湾創新精材股份有限

公司、基佳電子材料股份有限公司の決算日は12月31日で

ある。 

 連結財務諸表の作成に当って、セントラルガラスア

メリカ,Inc.、セントラルガラスインターナショナル,I

nc.、シンクェストラボラトリーズ,Inc.、ノースウエ

スタンインダストリーズ,Inc.、セントラルガラスヨー

ロッパ Ltd.、台湾信徳玻璃股份有限公司、台湾創新精

材股份有限公司、基佳電子材料股份有限公司はそれぞ

れ12月31日現在の決算財務諸表を使用している。 

連結子会社のうち、セントラルガラスアメリカ,In

c.、セントラルガラスインターナショナル,Inc.、シン

クェストラボラトリーズ,Inc.、ノースウエスタンイン

ダストリーズ,Inc.、セントラルガラスヨーロッパ Lt

d.、台湾信徳玻璃股份有限公司、台湾創新精材股份有限

公司、基佳電子材料股份有限公司、北京三重鏡業有限公

司の決算日は12月31日である。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、それぞれ決算日

現在の財務諸表を使用している。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定。（一部連結子会社は総平

均法）） 

イ．有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  同   左 

時価のないもの 移動平均法による原価法 

（一部連結子会社は総平均

法による原価法） 

時価のないもの  同   左 

ロ．たな卸資産 主として総平均法による原価法 ロ．たな卸資産     同   左 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 主として定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）

は、定額法を採用している。 

 なお、主な耐用年数は次の通りで

ある。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産     同   左 

建物及び構築物   ３～60年 

機械装置及び運搬具 ３～17年 

  

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、支出時に全額費用として処理して

いる。 

(3）       ―――――――   

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 

イ．貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、

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

検討し、回収不能見込額を計上している。 

イ．貸倒引当金 

同   左 

ロ．賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込

額に基づき計上している。但し、一部連結子会社

は支給実績に基づく支給見込額を計上する方法に

よっている。 

 なお、在外子会社には賞与支給の制度がないた

め、同引当金の設定をしていない。 

ロ．賞与引当金 

同   左 

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

に基づき計上している。 

 なお、数理計算上の差異については、各連結会

計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(13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いる。 

 また、在外連結子会社には退職給与支給の制度

がないため、同引当金の設定をしていない。 

ハ．退職給付引当金 

同   左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

ニ．役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基

づく連結会計年度末要支給額を計上している。 

ニ．役員退職慰労引当金 

       同   左 

ホ．特別修繕引当金 

 ガラス溶解炉等の定期的修繕費用の支出に備え

るため、次回修繕の見積金額と次回修繕までの稼

動期間を勘案して計上している。 

ホ．特別修繕引当金 

       同   左 

へ．     ―――――――  ヘ．事業構造改善引当金  

 事業構造改善に伴い、今後発生が見込まれる費用

及び損失について、合理的に見積もられる金額を計

上している。  

ト．     ―――――――  ト．環境安全対策引当金  

 建物及び設備等に使用されているアスベスト及び

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の撤去、処分等に関

する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる

金額を計上している。 

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

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

している。 

 なお、在外子会社等の資産・負債・収益及び費用

は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めて

いる。 

(5)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

          同   左 

 なお、在外子会社等の資産・負債・収益及び費用

は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算

調整勘定に含めている。 

(6)重要なリース取引の処理方法 

 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

によっている。 

(6)重要なリース取引の処理方法 

          同   左 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっている。なお、ヘッジ会

計の特例処理の要件を満たす金利スワップ取引に

ついては特例処理を採用している。 

(7）重要なヘッジ会計の方法 

イ．ヘッジ会計の方法 

       同   左 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ取引 

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：同   左 

ヘッジ対象：借入金 ヘッジ対象：同   左 

ハ．ヘッジ方針 

 当社経理部の管理のもとに、債権債務内での取

引に限定し、将来の金利変動リスク回避のための

ヘッジを目的としており、投機目的の取引は行っ

ていない。 

ハ．ヘッジ方針 

          同   左 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

 特例処理によっている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略している。 

ニ．ヘッジ有効性評価の方法 

          同   左 

 



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 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用している。なお、預り消費税等

と仮払消費税等は相殺のうえ流動負債の「その

他」に含めて表示している。 

(8)その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ．消費税等の会計処理方法 

          同   左 

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いる。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

          同   左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

 原則として５年間の均等償却を行っている。なお、

一部海外連結子会社については、米国財務会計基準審

議会基準書第142号を適用し今期は償却を行っていな

い。なお同基準書は毎期、減損テストを実施すること

を求めている。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

          同   左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について

連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作成し

ている。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

          同   左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 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いる。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

          同   左 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当連結会計年度から、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第6号 平成15年10月31日）を適用している。 

 これにより税金等調整前当期純利益は132百万円減少し

ている。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき、当該資産の金額から直接控除している。



表示方法の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記していた「賃貸料」（当

連結会計年度は236百万円）は、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「その他雑収

入」に含めて表示することとした。 

 前連結会計年度まで区分掲記していた「為替差損」

（当連結会計年度は246百万円）は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、営業外費用の「その他雑支

出」に含めて表示することとした。 

────── 

  

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通

りである。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通

りである。 

  （百万円）

固定資産 投資有価証券 7,313 

投資その他の資産 その他 1,254 

  （百万円）

固定資産 投資有価証券 8,091 

投資その他の資産 その他      920 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次の通りである。 

（括弧内は内数で、工場財団分を示す。） 

担保に供している資産は次の通りである。 

担保付債務は次の通りである。 

  （百万円）

投資有価証券      12,005 

合計    12,005 

  （百万円）

短期借入金 200  

長期借入金   3,239  

合計    3,439  

  （百万円）

建物及び構築物 11,561（11,522）

機械装置及び運搬具 16,035（16,035）

土地 9,961（ 9,107）

投資有価証券 8,867 

合計 46,426（36,665）

担保付債務は次の通りである。 

（括弧内は内数で、工場財団対応債務を示す。 

但し、抵当権の登記は留保されている。） 

  （百万円）

短期借入金 409（  381）

長期借入金 4,247（  718）

合計 4,656（ 1,099）

  （百万円）

３ 受取手形割引高 84 

受取手形裏書譲渡高 75 

  （百万円）

３ 受取手形割引高  91 

受取手形裏書譲渡高  66 

 ４ 保証債務  ４ 保証債務 

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入

に対する連帯保証債務は、354百万円(3件)であ

る。 

(1) 連結会社以外の会社等の金融機関等からの借入

に対する連帯保証債務は、42百万円(1件)である。 

(2) 上記の他に連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、102百万円(3件)の連帯保証予

約を行っている。 

(2) 上記の他に連結会社以外の会社等の金融機関等

からの借入に対し、78百万円(3件)の連帯保証予約

を行っている。 

 ５ 債務履行引受契約に係る偶発債務  ５        ―――――― 

第２回無担保社債 15,000百万円  

 ６ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行５行とコミットメントライン（特定融

資枠）契約を締結している。この契約に基づく当連

結会計年度末の借入残高は次の通りである。 

 ６ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行５行とコミットメントライン（特定融

資枠）契約を締結している。この契約に基づく当連

結会計年度末の借入残高は次の通りである。 

コミットメントライン契約の総額 10,000百万円

借入残高 － 

差引額 10,000百万円

コミットメントライン契約の総額 10,000百万円

借入残高  －  

差引額 10,000百万円

※７ 当社の発行済株式総数 ※７ 当社の発行済株式総数 

普通株式 214,879,975株 普通株式    214,879,975株

※８ 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関

連会社が保有する自己株式の数 

※８ 連結会社、持分法を適用した非連結子会社及び関

連会社が保有する自己株式の数 

普通株式 446,317株 普通株式        490,535株



（連結損益計算書関係） 

（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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は5,921百万円である。 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費の総額は6,125百万円である。 

※２ このうち主なものは、機械装置等更新に伴う固定

資産廃棄損である。 

※２ このうち主なものは、機械装置等更新に伴う固定

資産廃棄損である。 

※３ 長期間休止し、製造活動を行っていないガラス生

産設備に係る費用で、原価性がないものである。 

※３ 長期間休止し、製造活動を行っていないガラス生

産設備に係る費用で、原価性がないものである。 

※４ 土地、建物の売却益である。 ※４ 土地、建物の売却益である。 

※５        ―――――― ※５ ソーダ電解工程の停止に伴い発生が見込まれる関

連設備の除却損、撤去費等を合理的に見積もり計上

している。   

※６        ―――――― ※６ 建物及び設備等に使用されているアスベスト及び

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の撤去、処分等に関

する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる

金額を計上している。    

※７        ―――――― ※７ 土地の売却損である。 

※８        ―――――― ※８ 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上している。 

  当社グループは、事業用資産については事業の種

類別セグメントを基礎とした事業の関連性により、

また、遊休資産等については個別物件単位でグルー

ピングを行っている。 

 当連結会計年度において、将来の使用が見込まれ

ていない遊休の土地等に関して、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（132百万

円）として特別損失に計上している。 

 その内訳は、土地 113百万円、建物及び構築物等

18百万円である。 

 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、土地については主として相続

税評価額、その他の資産についてはゼロ評価として

いる。 

用途 種類 
減損損失   

（百万円） 

遊休資産  土地 他  132 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）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 

(1）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 

現金及び預金勘定 14,707百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
△15百万円

現金及び現金同等物 14,692百万円

現金及び預金勘定   11,244百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金 
  △123百万円

現金及び現金同等物   11,121百万円



（リース取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 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 

 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 

１．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．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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

区分 
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 

615 290 325

有形固定資産
その他 

506 339 167

無形固定資産
その他 

68 33 35

合計 1,191 663 527

区分 
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 

804 399 405

有形固定資産
その他 

430 267 162

無形固定資産
その他 

61 28 32

合計 1,295 695 600

 （注）取得価額相当額の算定は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法によっている。 

 （注）      同   左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

    未経過リース料期末残高相当額 

１年内 165百万円

１年超 415百万円

合計 581百万円

１年内    204百万円

１年超 455百万円

合計 660百万円

 （注）未経過リース料期末残高相当額の算定は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、支払利子込み法に

よっている。 

 （注）      同   左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 163百万円

減価償却費相当額 163百万円

支払リース料    193百万円

減価償却費相当額    193百万円

(4）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

定額法によっている。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

        同   左 

２．貸主側 

未経過リース料期末残高相当額 

２．貸主側 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 17百万円

１年超 37百万円

合計 55百万円

１年内   16百万円

１年超   45百万円

合計   61百万円

 （注）上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未

経過リース料期末残高相当額である。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条

件で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高

が上記の借主側の未経過リース料期末残高相当額

に含まれている。 

（注）       同   左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

 オペレーティング・リース取引 

１．借主側 

   未経過リース料 

１年内 27百万円

１年超   141百万円

合計 169百万円

  

  

２．貸主側 

   未経過リース料 

１年内   403百万円

１年超   7,491百万円

合計   7,894百万円

  

  

（減損損失について）   

   リース資産に配分された減損損失はない。 



（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

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) 

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 10,239 29,339 19,099 10,940 39,382 28,441 

(2）債券             

① 国債・地

方債等 
－ － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 10,239 29,339 19,099 10,940 39,382 28,441 

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 95 88 △7 5 4 △0 

(2）債券             

① 国債・地

方債等 
－ － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － 

小計 95 88 △7 5 4 △0 

合計 10,335 29,427 19,092 10,945 39,386 28,441 

前連結会計年度 
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

335 173 1 2,374 1,387 17 

種類 
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 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 3,794 3,732 

(2）子会社株式及び関連会社株式     

・非連結子会社株式及び関連 

会社株式 
7,313 8,091 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当連結会計年度（自平成17年４月１日 至 平

成18年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

   当社グループにおいては、借入金の利子負担の軽減を目的とした金利スワップを行っている。 

 これらの取引はオンバランスの資産・負債のリスクを効果的に相殺しており、又取引相手は信用度の高い金融機関

に限定し、担当役員の承認のもと執行は資金担当部署、管理は経理担当部署が分担し相互に牽制機能が働くような体

制をとって、リスク回避を図っている。 

２．取引の時価等に関する事項 

 金利スワップ取引についてはヘッジ会計の特例処理の要件を満たすことから特例処理をするとともに、注記の対象

から除外している。 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び国内連結子会社は、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い

る。また、従業員の退職等に際して退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割

増退職金を支払う場合がある。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （注）連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している。 

３．退職給付費用に関する事項 

 （注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「イ．勤務費用」に計上している。 

２．上記退職給付費用以外に、割増退職金28百万円(前連結会計年度：46百万円)を支払っており、製造費、販売

費及び一般管理費に計上している。 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

イ．退職給付債務（百万円） △31,693 △31,243 

ロ．年金資産（百万円） 15,048 18,029 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ）（百万円） △16,645 △13,214 

ニ．未認識数理計算上の差異（百万円） 3,468 885 

ホ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） 

（百万円） 
△13,177 △12,329 

ヘ．前払年金費用（百万円） － － 

ト．退職給付引当金（ホ－へ）（百万円） △13,177 △12,329 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

イ．勤務費用（百万円） 1,255 1,214 

ロ．利息費用（百万円） 448 438 

ハ．期待運用収益（百万円） △132 △141 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 372 334 

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ）（百万円） 1,944 1,845 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

（税効果会計関係） 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同  左 

ロ．割引率（％） 1.5 1.5 

ハ．期待運用収益率（％） 1.0 1.0 

ニ．数理計算上の差異の処理年数（年） 13 13 

  

（各連結会計年度の発生

時における従業員の平均

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

ら費用処理している。） 

同  左 

      

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31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 

（単位：百万円）

繰延税金資産   

退職給付引当金 4,809 

繰越欠損金 3,295 

特別修繕引当金 2,621 

未払事業税 388 

賞与引当金 684 

その他 2,611 

繰延税金資産小計 14,411 

評価性引当額 △3,856 

繰延税金資産合計 10,554 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △511 

その他有価証券評価差額金 △7,530 

その他 △467 

繰延税金負債合計 △8,509 

繰延税金資産の純額 2,044 

（単位：百万円）

繰延税金資産   

退職給付引当金 4,836 

繰越欠損金 3,907 

特別修繕引当金 2,458 

未払事業税 287 

賞与引当金 691 

その他 3,701 

繰延税金資産小計 15,882 

評価性引当額 △4,476 

繰延税金資産合計 11,406 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △492 

その他有価証券評価差額金 △11,234 

その他 △555 

繰延税金負債合計 △12,282 

繰延税金負債の純額 △876 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれている。 

（注）繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれている。 

流動資産－繰延税金資産 1,870百万円

固定資産－繰延税金資産 1,255 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 △1,080 

流動資産－繰延税金資産    1,631百万円

固定資産－繰延税金資産 1,210 

流動負債－繰延税金負債 － 

固定負債－繰延税金負債 △3,718 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次の通りである。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製造方法及び販売市場の類似性により「ガラス事業」と「化成品事業」とに区分してい

る。 

  
ガラス事業 
（百万円） 

化成品事業 
（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 121,269 72,938 194,208 － 194,208 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,027 1,445 3,472 (3,472) － 

計 123,296 74,384 197,681 (3,472) 194,208 

営業費用 117,747 60,618 178,365 (3,467) 174,898 

営業利益 5,549 13,766 19,315 (5) 19,310 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
         

資産 131,536 100,456 231,992 (427) 231,564 

減価償却費 4,168 6,115 10,283 － 10,283 

資本的支出 5,757 10,641 16,398 － 16,398 

  
ガラス事業 
（百万円） 

化成品事業 
（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 116,622 80,029 196,651 － 196,651 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,926 1,682 4,608 (4,608) － 

計 119,548 81,712 201,260 (4,608) 196,651 

営業費用 116,814 66,740 183,554 (4,609) 178,944 

営業利益 2,733 14,971 17,705 1 17,707 

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
         

資産 140,892 106,762 247,655 (616) 247,038 

減価償却費 4,483 6,532 11,015 － 11,015 

減損損失  132 － 132 － 132 

資本的支出 8,567 8,245 16,813 － 16,813 



２．各事業区分の主要製品 

ガラス事業…建築用ガラス、自動車用ガラス、ファインガラス等 

化成品事業…化学品、ファインケミカル、肥料、ガラス繊維等 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費

用はない。 

４．前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はない。 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用に係る償却費及び支出額が含まれている。 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも

90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りである。 

  その他の地域………米国、台湾等 

３．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はない。 

４．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はない。 

５．当連結会計年度より、全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％以下となったため、所在地別

セグメント情報の記載をしている。 

  
日本 

（百万円） 
その他の地域 
（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 176,418 20,233 196,651 － 196,651 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,921 224 2,146 (2,146) － 

計 178,339 20,458 198,798 (2,146) 196,651 

営業費用 160,971 20,107 181,078 (2,133) 178,944 

営業利益 17,368 351 17,719 (12) 17,707 

Ⅱ 資産 246,244 15,828 262,073 (15,034) 247,038 



【海外売上高】 

 最近２連結会計年度の海外売上高は、次の通りである。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分している。 

２．各区分に属する地域の内訳は次の通りである。 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) アジア…………韓国、台湾、中国、シンガポール等 

(3) 欧州……………イギリス、イタリア、ドイツ、オランダ、ベルギー等 

(4) その他の地域…アルゼンチン、コロンビア等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高である。 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び、当連結会計年度（自平成17年４月１日 至

平成18年３月31日） 

 重要性がないため記載を省略した。 

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 18,772 11,683 9,917 1,062 41,436 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 194,208 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
9.7 6.0 5.1 0.5 21.3 

  北米 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 22,652 11,370 10,158 1,188 45,369 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － － 196,651 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
11.5 5.8 5.2 0.6 23.1 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであ

る。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 508円85銭 

１株当たり当期純利益金額 53円92銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
51円59銭 

１株当たり純資産額    579円36銭 

１株当たり当期純利益金額   49円36銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
  44円26銭 

  
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 11,614 10,630 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 50 47 

（うち利益処分による役員賞与） (50)  (47) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,564 10,583 

期中平均株式数（千株） 214,473 214,413 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円） － － 

（うち支払利息（税額相当額控除後）） (－)  (－) 

（うち事務手数料（税額相当額控除後）） (－)  (－) 

普通株式増加数（千株） 9,673 24,691 

 (うち新株予約権) (9,673)  (24,691) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

－ － 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）向け

高歪点ガラス基板の事業化の一環として、サンゴバン グ

ラス フランス社及びハンクック グラス インダストリー

ズ社（韓国）との間で、韓国におけるＰＤＰ用ガラス基

板の生産販売を目的とした合弁会社を設立した。 

 合弁会社の概要は、次の通りである。 

会社名  ディスプレイ グラス アライアンス    

インコーポレィテッド 

設立年月 平成17年６月３日 

事業内容 ＰＤＰ用ガラス基板等の生産・販売 

資本金  250億ウォン 

出資比率 セントラル硝子株式会社        40% 

     サンゴバン グラス フランス       30% 

     ハンクック グラス インダストリーズ 30% 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．新株予約権付社債に関する記載は次の通りである。 

（注）本新株予約権付社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償還に代えて当該本

新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求があったものとみなす。 

    ２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下の通りである。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下の通りである。

 ３．取引保証金（当期末残高4,275百万円）は支払利息が発生しているが債権保全目的で預かっているため、上

記金額には含んでいない。 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

利率 
（％） 

担保 償還期限 

セントラル硝子㈱ 

(当社) 

第３回無担保少人

数私募利付社債 

平成15年 

10月31日 
400 400 1.040 なし 

平成19年 

10月31日 

セントラル硝子㈱ 

(当社) 

第４回無担保転換

社債型新株予約権

付社債（注）１ 

平成16年 

11月８日 
20,000 20,000 － なし 

平成22年 

３月31日 

合計 － － 20,400 20,400 － － － 

発行すべき
株式の内容 

新株予約

権の発行

価額 

株式の 

発行価格 

（円） 

発行価額の

総額 

（百万円） 

新株予約権
の行使によ
り発行した
株式の発行
価額の総額 

（百万円） 

新株予約権
の付与割合
（％） 

新株予約権
の行使期間 

代用払込

に関する

事項 

セントラル
硝子㈱  
普通株式 

無償 810 20,000 － 100 

自 平成16年 

12月１日 

至 平成22年 

３月30日 

（注） 

１年以内（百万円） 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

－ 400 － 20,000 － 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 摘要 

短期借入金 21,414 17,920 1.348 －   

１年以内に返済予定の長期借入金 1,767 1,400 1.839 －   

長期借入金（１年以内に返済予定

のものを除く） 
5,186 8,239 2.348 

平成19年～ 

平成24年 
  

その他の有利子負債 － － － －   

合計 28,368 27,561 － － － 

  
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 743 782 3,755 2,688 



(2）【その他】 

①決算日後の状況 

 特記事項はない。 

②訴訟 

(イ) 当社は、平成15年度より製造・販売を開始した硬質ウレタン用次世代発泡剤ＨＦＣ－２４５ｆａの製法に関

して、特許権者である米国のハネウェル・インテレクチュアル・プロパティーズ・インコーポレィテッド社

（以下「HWP社」という）に対し、HWP社の特許権に抵触しない旨の確認訴訟を平成14年11月５日に東京地方裁

判所に提起した。 

一方、HWP社は平成14年11月６日に当社に対し、同製法はHWP社の特許権を侵害しているとしてＨＦＣ－２４

５ｆａの製造・販売の中止を求める訴えを東京地方裁判所に提起した。また、特許の専用実施権者であるハネ

ウェル・インターナショナル・インコーポレィテッド社（以下「HWI社」という）も平成15年４月１日に当社

に対し、HWP社と同内容の訴訟を提起した。なお、当社が提起した訴訟とHWP社及びHWI社（以下「ハネウェル

社」という）が提起した訴訟の内容が実質的に同一であることから、訴訟代理人と協議の上、平成16年３月31

日付で当社が提起した訴訟を取り下げた。よって、ハネウェル社が提起した訴訟について審理が進められてき

た。 

また、ハネウェル社はドイツ、オランダにおいて平成15年10月17日、フランスにおいて平成15年10月20日に

当社に対し同様の訴訟を提起しているが、この内ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は平成17年５月３日付

でハネウェル社の訴えを棄却した。これに対してハネウェル社は平成17年６月30日にデュッセルドルフ高等裁

判所へ控訴した。 

   当社とハネウェル社は、平成18年６月27日に東京地方裁判所において、ＨＦＣ－２４５ｆａのハネウェル社

特許に関する日本における特許訴訟について、裁判上の和解により解決した。 

 本裁判上の和解により、ハネウェル社は、ＨＦＣ－２４５ｆａ特許に関する日本における仮処分申立て及び

欧州３カ国（ドイツ、オランダ、フランス）における全ての訴訟を取り下げ、当社はこれに同意することにな

った。 

なお、本件による業績に与える影響は軽微である。 

（ロ）当社は米国のアボットラボラトリーズとともに（以下合わせて「当方」という）米国のバクスター・ヘルス

ケア・コーポレーション（以下「同社」という）に対して、同社が全身吸入麻酔剤セボフルランの輸入承認を

取得したことから、同社製品が当方の特許を侵害しているとして、日本における同社製品の輸入、販売の禁止

を求める訴えを平成17年５月30日に東京地裁に起こしており、現在係争中である。 

なお、同社との係争は米国でも進行中であり、平成14年３月21日の第一審判決、及び上級審での差戻し後の

平成17年９月26日のイリノイ地裁判決においても同社の特許侵害を証明するには至らず敗訴となり、再度上級

裁判所に提訴中である。 

一方、同製品に関わる他の特許に関しても、同社が特許を侵害しているとして提訴しており、現在係争中で

ある。 

当方は、同社が当方特許を侵害していると確信しているが、現時点では結果を予想することは困難である。



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  8,488 6,570 

２．受取手形 ※４ 8,398 7,857 

３．売掛金 ※４ 33,032 31,539 

４．商品  517 430 

５．製品  9,037 9,823 

６．半製品  3,336 3,818 

７．原材料  2,302 2,931 

８．仕掛品  1,319 1,014 

９．貯蔵品  1,605 1,819 

10．前払費用  65 69 

11．繰延税金資産  1,469 1,358 

12．関係会社短期貸付金  10,998 10,961 

13．未収入金 ※４ 3,845 4,384 

14．その他  298 335 

貸倒引当金  △499 △842 

流動資産合計  84,217 40.5 82,072 37.3

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 50,127 53,047   

減価償却累計額  34,676 15,450 35,541 17,506 

(2）構築物 ※１ 16,630 17,379   

減価償却累計額  12,505 4,125 12,836 4,543 

(3）機械及び装置 ※１ 154,868 159,543   

減価償却累計額  131,147 23,721 133,403 26,140 

(4）車両運搬具  784 799   

減価償却累計額  696 88 709 90 

(5）工具器具備品  14,501 15,230   

減価償却累計額  11,861 2,640 12,474 2,755 

(6）土地 ※１ 23,335 23,237 

(7）建設仮勘定  5,016 3,345 

有形固定資産合計  74,379 35.7 77,619 35.3

２．無形固定資産    

(1）工業所有権  136 107 

(2）鉱業権  8 8 

(3）ソフトウェア  484 636 

(4）その他  50 775 

無形固定資産合計  680 0.3 1,527 0.7

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  24,211 30,916 

(2）関係会社株式  12,669 13,004 

(3）出資金  0 0 

(4）関係会社出資金  1,254 1,352 

(5）長期貸付金  51 79 

(6）更生債権等  71 28 

(7）長期前払費用  454 331 

(8）保証差入投資有価証
券 

※１ 8,867 12,005 

 (9）その他  1,527 1,185 

貸倒引当金  △261 △192 

投資その他の資産合計  48,846 23.5 58,709 26.7

固定資産合計  123,906 59.5 137,856 62.7

資産合計  208,123 100.0 219,929 100.0 

     

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形   1,179 779 

２．買掛金 ※４ 15,845 15,714 

３．短期借入金 ※４ 19,320 16,093 

４．一年以内に返済する長
期借入金 

※１ 1,588 1,256 

５．未払金 ※４ 3,868 2,339 

６．未払法人税等  4,169 3,158 

７．未払費用 ※４ 8,015 7,538 

８．預り金 ※４ 4,710 4,527 

９．賞与引当金  1,219 1,226 

10．設備関係支払手形  62 37 

11．その他  2 2 

流動負債合計  59,982 28.8 52,673 24.0

 



   
前事業年度 

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅱ 固定負債    

１．社債  20,400 20,400 

２．長期借入金 ※１ 4,937 7,261 

３．繰延税金負債  979 3,611 

４．退職給付引当金  11,593 10,951 

５．役員退職慰労引当金  340 446 

６．特別修繕引当金  8,347 7,265 

７．事業構造改善引当金   － 2,622 

８．環境安全対策引当金   － 291 

９．その他  691 631 

固定負債合計  47,288 22.7 53,481 24.3

負債合計  107,271 51.5 106,155 48.3

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※２ 18,168 8.7 18,168 8.2

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  8,075 8,075   

２．その他資本剰余金    

(1) 自己株式処分差益  1 1   

資本剰余金合計  8,076 3.9 8,076 3.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  2,430 2,430   

２．任意積立金    

(1）特別償却積立金  242 294   

(2）固定資産圧縮積立金  455 754   

(3) 固定資産圧縮特別勘
定積立金 

 312 －   

(4）別途積立金  42,850 48,850   

３．当期未処分利益  17,003 18,279   

利益剰余金合計  63,294 30.4 70,609 32.1

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 11,500 5.6 17,137 7.8

Ⅴ 自己株式 ※３ △187 △0.1 △217 △0.1

資本合計  100,852 48.5 113,774 51.7

負債資本合計  208,123 100.0 219,929 100.0 

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 ※11 140,359 100.0 137,040 100.0 

Ⅱ 売上原価    

１．商品期首たな卸高  1,192 517   

２．製品期首たな卸高  8,832 9,037   

３．当期商品仕入高 ※11 33,776 28,464   

４．当期製品製造原価 ※１ 64,156 70,269   

合計  107,957 108,288   

５．他勘定振替高 ※２ 481 858   

６．商品期末たな卸高  517 430   

７．製品期末たな卸高  9,037 97,920 69.8 9,823 97,176 70.9

売上総利益  42,439 30.2 39,863 29.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．販売運賃及び諸掛 ※11 10,614 9,564   

２．貸倒引当金繰入額  － 343   

３．従業員給与等  4,619 4,385   

４．賞与引当金繰入額  378 362   

５．退職給付引当金繰入額  742 675   

６．役員退職慰労引当金繰
入額 

 109 110   

７．減価償却費  254 220   

８．研究開発費 ※１ 4,643 4,905   

９．その他 ※11 4,284 25,647 18.2 4,084 24,651 18.0

営業利益  16,792 12.0 15,211 11.1

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 ※11 101 96   

２．受取配当金 ※11 625 743   

３．為替差益   － 1,018   

４．賃貸料 ※11 726 860   

５．貯蔵品売却益  492 857   

６．その他雑収入 
※３ 
※11 

628 2,574 1.8 780 4,357 3.2

     
 



   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  442 373   

２．社債利息  181 4   

３．為替差損  230 －   

４．固定資産廃棄損 ※４ 632 968   

５．特別修繕引当金繰入額 ※５ 508 508   

６．その他雑支出 ※６ 661 2,657 1.9 703 2,558 1.9

経常利益  16,709 11.9 17,011 12.4

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※７ 71 11   

２．投資有価証券売却益  169 1,387   

３．貸倒引当金戻入益  42 283 0.2 － 1,398 1.0

Ⅶ 特別損失    

１．事業構造改善引当金繰
入額 

※８ － 2,622   

２．環境安全対策引当金繰
入額 

※９ － 291   

３．投資有価証券売却損  1 16   

４．投資有価証券評価損  12 72   

５．投資有価証券清算損   － 7   

６．関係会社株式評価損  67 230   

７．ゴルフ会員権評価損  64 6   

８．減損損失  ※10  － 109   

９．災害損失   59 －   

10．社債償還損  269 476 0.3 － 3,356 2.4

税引前当期純利益  16,516 11.8 15,053 11.0

法人税、住民税及び事
業税 

 6,874 6,480   

法人税等調整額  △727 6,146 4.4 △937 5,542 4.1

当期純利益  10,370 7.4 9,510 6.9

前期繰越利益  7,384 9,734 

中間配当額  751 965 

当期未処分利益  17,003 18,279 



製造原価明細書 

 （注） 

   
前事業年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 原材料費  25,544 39.4 29,992   42.6

Ⅱ 労務費  9,548 14.7 9,795   13.9

Ⅲ 経費  29,799 45.9 30,658   43.5

（内減価償却費）  (6,674) (6,923)   

当期総製造費用  64,892 100.0 70,446 100.0 

期首半製品、仕掛品たな
卸高 

 3,920 4,656 

合計  68,812 75,102 

期末半製品、仕掛品たな
卸高 

 4,656 4,833 

当期製品製造原価  64,156 70,269 

  前事業年度 当事業年度 

１．原価計算方法 工程別総合原価計算制度 工程別総合原価計算制度 

２．労務費の内に含まれるもの   

賞与引当金繰入額（百万円） 706 723 

退職給付引当金繰入額 
（百万円） 

789 768 

３．経費の内に含まれるもの   

特別修繕引当金繰入額 
（百万円） 

728 717 

外注加工費（百万円） 10,225 10,601 



③【利益処分計算書】 

   
前事業年度 

（株主総会承認日 
平成17年６月29日） 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  17,003  18,279

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１．特別償却積立金取崩額  68 91 

２．固定資産圧縮積立金取
崩額 

 48 36 

３．固定資産圧縮特別勘定
積立金取崩額 

 312 429 － 127

合計  17,432  18,406

Ⅲ 利益処分額   

１．配当金  1,180 1,180 

２．役員賞与金  50 47 

（うち監査役賞与金）  (10) (11) 

３．任意積立金   

(1）特別償却積立金  120 180 

(2）固定資産圧縮積立金  347 8 

(3）別途積立金  6,000 7,698 6,000 7,415

Ⅳ 次期繰越利益  9,734  10,991

    



重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同   左 

(2）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

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同   左 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同   左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

総平均法による原価法 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同   左 

３．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）については定額法）を採

用している。 

 なお、主な耐用年数は次の通りである。 

３．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

同   左 

建物            ３～50年 

機械及び装置        ３～17年 

  

無形固定資産 

鉱業権    生産高比例法 

無形固定資産 

鉱業権     同   左 

ソフトウェア（自社利用分） 

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

ソフトウェア（自社利用分） 

同   左 

鉱業権及びソフトウェア（自社利用分）以外の無

形固定資産  定額法 

鉱業権及びソフトウェア（自社利用分）以外の無

形固定資産   同   左 

長期前払費用 

 役務の提供に係る期間に対応する均等償却法 

長期前払費用 

同   左 

４．繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、支出時に全額費用として処理してい

る。 

４．        ―――――― 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末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い

る。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

同   左 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検討

し、回収不能見込額を計上している。 

６．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同   左 

(2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込額

に基づき計上している。 

(2）賞与引当金 

同   左 

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき

計上している。 

 なお、数理計算上の差異については、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（13年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理すること

としている。 

(3）退職給付引当金 

同   左 

(4）役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づ

く期末要支給額を計上している。 

(4）役員退職慰労引当金 

同   左 

(5）特別修繕引当金 

 ガラス溶解炉等板ガラス製造設備の定期的修繕費

用の支出に備えるため、次回修繕の見積金額と次回

修繕までの稼働期間を勘案して計上している。 

(5）特別修繕引当金 

同   左 

(6）       ────── (6）事業構造改善引当金 

 事業構造改善に伴い、今後発生が見込まれる費用

及び損失について、合理的に見積もられる金額を計

上している。   

(7）       ──────  (7）環境安全対策引当金 

 建物及び設備等に使用されているアスベスト及び

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の撤去、処分等に関

する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる

金額を計上している。 

７．リース取引の処理方法 

 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

いる。 

７．リース取引の処理方法 

同   左 

８．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっている。 

 なお、ヘッジ会計の特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については特例処理を採用している。 

８．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同   左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：同   左 

ヘッジ対象：借入金 ヘッジ対象：同   左 

(3）ヘッジ方針 

 経理部の管理のもとに、債権債務内での取引に限

定し、将来の金利変動リスク回避のためのヘッジを

目的としており、投機目的の取引は行っていない。 

(3）ヘッジ方針 

同   左 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては特例処理を採用している

ため、ヘッジの有効性の評価は省略している。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同   左 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用している。なお、預り消費税等と

仮払消費税等は相殺のうえ流動負債の「未払金」に

含め表示している。 

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

同    左 



会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当事業年度から、固定資産の減損に係る会計基準 

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年8月9日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第6号 平成15年10月31日) を適用している。 

 これにより税引前当期純利益は109百万円減少してい

る。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき、当該資産の金額から直接控除している。  



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の通りである。 

（括弧内は内数で、工場財団分を示す） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次の通りである。 

 担保付債務は次の通りである。 

  （百万円）

保証差入投資有価証券      12,005 

合計      12,005 

  （百万円）

一年以内に返済する長期借入金 200 

長期借入金    3,239 

合計     3,439 

  （百万円）

建物 9,331（ 9,331）

構築物 1,878（ 1,878）

機械及び装置 13,622（13,622）

土地 9,815（ 9,107）

保証差入投資有価証券 8,867 

合計 43,515（33,939）

 担保付債務は次の通りである。 

 （括弧内は内数で、工場財団対応債務を示す。但

し、抵当権の登記は留保されている。） 

  （百万円）

一年以内に返済する長期借入

金 
358（ 358）

長期借入金 4,157（ 718）

合計 4,515（1,076）

※２ 株式の状況 

授権株式数…普通株式    867,944,000株 

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減ずることが出来る旨、定款

で定めている。 

※２ 株式の状況 

授権株式数…普通株式    867,944,000株 

 ただし、自己株式の消却が行われた場合には、こ

れに相当する株式数を減ずることが出来る旨、定款

で定めている。 

発行済株式総数…普通株式 214,879,975株 発行済株式総数…普通株式 214,879,975株 

※３ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式287,767 

株である。 

※３ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式331,985

株である。 

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次の通りである。 

※４ 関係会社に対する資産及び負債 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対する主なものは次の通りである。 

  （百万円）

資産 受取手形 349 

売掛金 15,867 

未収入金 2,748 

負債 買掛金 4,249 

未払費用 2,309 

その他 2,683 

  （百万円）

資産 受取手形  358 

売掛金       14,461 

未収入金      2,825 

負債 買掛金      4,226 

   短期借入金 3,238 

未払費用      2,288 

 



前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

 ５ 保証債務  ５ 保証債務 

(1）銀行借入に対する連帯保証債務 (1）銀行借入に対する連帯保証債務 

  （百万円）

カーレックスガラスカンパニー 2,276 

その他6件 638 

合計 2,914 

  （百万円）

カーレックスガラスカンパニー      2,606 

その他5件  433 

合計 3,039 

(2）上記の他に銀行借入に対する連帯保証予約は、132

百万円（4件）である。 

(2）上記の他に銀行借入に対する連帯保証予約は、148

百万円（5件）である。 

（注）当期より、上記(1)(2)について、金額的に重 

要性が乏しい会社は個別に記載しないこととし 

ている。 

 

 ６ 債務履行引受契約に係る偶発債務  ６        ―――――― 

第２回無担保社債 15,000百万円  

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行５行とコミットメントライン(特定融資枠)契

約を締結している。この契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次の通りである。 

 ７ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取

引銀行５行とコミットメントライン(特定融資枠)契

約を締結している。この契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次の通りである。 

  （百万円）

コミットメントライン契約の総額 10,000 

借入残高 － 

差引額 10,000 

  （百万円）

コミットメントライン契約の総額       10,000 

借入残高  － 

差引額       10,000 

 ８ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は11,500百万

円である。 

 ８ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は17,137百万

円である。 



（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 研究開発費 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は5,921百万円である。 

 また一般管理費分に含まれる賞与引当金繰入額は

135百万円である。 

※１ 研究開発費 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は6,125百万円である。 

 また一般管理費分に含まれる賞与引当金繰入額は

141百万円である。 

※２ 他勘定振替高 

 自家消費、欠減等である。 

※２ 他勘定振替高 

 自家消費、欠減等である。 

※３ その他雑収入 

 このうち主なものは、出向先負担退職金155百万

円、技術料117百万円である。 

※３ その他雑収入 

 このうち主なものは、技術料199百万円、受託作業

料138百万円である。 

※４ 固定資産廃棄損 

 このうち主なものは、機械装置等更新に伴う固定

資産廃棄損である。 

※４ 固定資産廃棄損 

 このうち主なものは、機械装置等更新に伴う固定

資産廃棄損である。 

※５ 特別修繕引当金繰入額 

 長期間休止し、製造活動を行っていないガラス生

産設備に係る費用で、原価性がないものである。 

※５ 特別修繕引当金繰入額 

 長期間休止し、製造活動を行っていないガラス生

産設備に係る費用で、原価性がないものである。 

※６ その他雑支出 

 このうち主なものは、製品・商品・貯蔵品等の廃

棄損142百万円である。 

※６ その他雑支出 

 このうち主なものは、製品・商品・貯蔵品等の廃

棄損247百万円である。 

※７ 固定資産売却益 

 土地、建物の売却益である。 

※７ 固定資産売却益 

 土地、建物の売却益である。 

※８        ――――――  

  

※８ 事業構造改善引当金繰入額 

 ソーダ電解工程の停止に伴い発生が見込まれる関

連設備の除却損、撤去費等を合理的に見積もり計上

している。 

※９        ――――――  

  

※９ 環境安全対策引当金繰入額  

 建物及び設備等に使用されているアスベスト及び

ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の撤去、処分等に関

する支出に備えるため、今後発生すると見込まれる

金額を計上している。  

※10        ―――――― ※10 当期において、当社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上している。 

  当社は、事業用資産については事業の種類別セグ

メントを基礎とした事業の関連性により、また、遊

休資産等については個別物件単位でグルーピングを

行っている。 

 当期において、将来の使用が見込まれていない遊

休の土地等に関して、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失（109百万円）として

特別損失に計上している。 

 その内訳は、土地 97百万円、その他12百万円であ

る。 

 なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、土地については相続税評価

額、その他の資産についてはゼロ評価としている。  

用途 種類 
減損損失   

（百万円） 

遊休資産  土地 他  109 

 



前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※11 関係会社との取引 

 関係会社との主な取引は次の通りである。 

※11 関係会社との取引 

 関係会社との主な取引は次の通りである。 

売上高 51,454百万円

商品及び原材料仕入高 22,420百万円

賃貸料 619百万円

その他の営業外収益 529百万円

売上高   49,941百万円

営業費用  32,933百万円

賃貸料  925百万円

その他の営業外収益   569百万円



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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 

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 

(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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

区分 
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) 

機械及び装置 26 25 0

車両運搬具 45 23 21

工具器具備品 360 257 102

ソフトウェア 27 8 19

合計 460 315 144

区分 
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) 

機械及び装置 26 26 -

車両運搬具 25 18 7

工具器具備品 379 243 135

ソフトウェア 37 15 22

合計 468 302 165

 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。 

 （注）      同   左 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 59百万円

１年超 85百万円

合計 144百万円

１年内   65百万円

１年超   99百万円

合計    165百万円

 （注）未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形

固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いた

め、支払利子込み法によっている。 

 （注）      同   左 

(3)支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 75百万円

減価償却費相当額 75百万円

支払リース料   72百万円

減価償却費相当額   72百万円

(4)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

額法によっている。 

(4)減価償却費相当額の算定方法 

        同   左 

  

  

 オペレーティング・リース取引 

１．借主側 

   未経過リース料 

１年内 27百万円

１年超   141百万円

合計 169百万円

  

  

２．貸主側 

   未経過リース料 

１年内   430百万円

１年超   7,632百万円

合計   8,063百万円

  

  

（減損損失について）   

   リース資産に配分された減損損失はない。 



（有価証券関係） 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月

31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31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 

（単位：百万円）

繰延税金資産   

貸倒引当金 262 

賞与引当金 481 

特別修繕引当金 2,586 

未払事業税 332 

退職給付引当金 4,244 

その他 2,043 

繰延税金資産計 9,951 

評価性引当額 △1,267 

繰延税金資産合計 8,683 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △492 

特別償却積立金 △192 

その他有価証券評価差額金 △7,508 

繰延税金負債合計 △8,193 

繰延税金資産の純額 490 

（単位：百万円）

繰延税金資産   

貸倒引当金 380 

賞与引当金 484 

特別修繕引当金 2,415 

未払事業税 263 

退職給付引当金 4,326 

その他 3,133 

繰延税金資産計 11,003 

評価性引当額 △1,342 

繰延税金資産合計 9,660 

繰延税金負債   

固定資産圧縮積立金 △474 

特別償却積立金 △250 

その他有価証券評価差額金 △11,188 

繰延税金負債合計 △11,914 

繰延税金負債の純額 △2,253 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に、重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に、重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳  

（単位：％）

法定実効税率 39.5 

（調整）   

受取配当金益金不算入（永久差異） △0.6 

交際費（永久差異） 0.6 

評価性引当額の増加 0.1 

税額控除 △3.4 

その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.2 

（単位：％）

法定実効税率 39.5 

（調整）   

受取配当金益金不算入（永久差異） △0.8 

交際費（永久差異） 0.6 

評価性引当額の増加 0.5 

税額控除 △3.9 

その他 0.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.8 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであ

る。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 469円74銭 

１株当たり当期純利益金額 48円08銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
46円01銭 

１株当たり純資産額    530円08銭 

１株当たり当期純利益金額   44円10銭 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
  39円55銭 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円） 10,370 9,510 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 50 47 

（うち利益処分による役員賞与） (50) (47) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 10,320 9,463 

期中平均株式数（千株） 214,631 214,572 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益調整額（百万円） － － 

 （うち支払利息（税額相当額控除後）） (－) (－) 

 （うち事務手数料（税額相当額控除後）） (－) (－) 

 普通株式増加数（千株） 9,673 24,691 

  (うち新株予約権) (9,673) (24,691) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

－ － 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当社は、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）向け

高歪点ガラス基板の事業化の一環として、サンゴバン グ

ラス フランス社及びハンクック グラス インダストリー

ズ社（韓国）との間で、韓国におけるＰＤＰ用ガラス基

板の生産販売を目的とした合弁会社を設立した。 

 合弁会社の概要は、次の通りである。 

会社名  ディスプレイ グラス アライアンス    

インコーポレィテッド 

設立年月 平成17年６月３日 

事業内容 ＰＤＰ用ガラス基板等の生産・販売 

資本金  250億ウォン 

出資比率 セントラル硝子株式会社        40% 

     サンゴバン グラス フランス       30% 

     ハンクック グラス インダストリーズ 30% 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 （注）このうち、保証差入投資有価証券12,005百万円は、※印を付した銘柄の一部で貸借対照表の固定資産「３．投資

その他の資産」の「(8)保証差入投資有価証券」として掲記している。 

    銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資 

有価証券 

その他 

有価証券 

日産自動車㈱  ※  6,912,819 9,664 

スズキ㈱    ※ 2,188,083 5,918 

㈱山口銀行   ※ 2,240,000 4,112 

日産化学工業㈱ 1,401,000 2,799 

㈱トーアミ 1,104,000 2,566 

日清紡績㈱ 1,715,000 2,262 

ミズホプリファードキャピタル（ケイマ

ン）１リミテッド 
15 1,500 

東ソー㈱  2,310,000 1,358 

富士重工業㈱  1,475,972 1,021 

みずほフィナンシャルグループ第11回第

11種優先株式 
1,000 1,000 

三井トラスト・ホールディングス㈱  541,768 932 

㈱広島銀行 1,282,895 896 

三井不動産㈱  273,122 738 

協和発酵工業㈱ 808,361 695 

㈱三菱東京フィナンシャル・グループ  362 652 

ソーダニッカ㈱  1,124,050 602 

日野自動車工業㈱ 751,250 555 

三井物産㈱  313,300 533 

㈱日本製紙グループ本社 1,000 509 

西部石油㈱ 790,000 492 

新光証券㈱  711,683 464 

㈱三井住友フィナンシャルグループ  317 413 

上原成商事㈱  418,000 340 

保土谷化学工業㈱ 492,400 308 

ＰＭＫ－セントラルガラスCo.,Ltd. 10,000,000 302 

大和ハウス工業㈱  106,000 216 

タイセントラルケミカルCo.,Ltd. 12,617,141 207 

㈱大林組  198,720 190 

その他（71銘柄） 4,034,414 1,677 

    計 53,812,672 42,921 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．当期増減額のうち主なものは次の通りである。 

増加額：建物      賃貸用倉庫取得 

機械及び装置  ファインケミカル製品製造設備拡充工事（宇部工場） 

建設仮勘定   板ガラス製品製造設備更新工事（松阪工場） 

ファインケミカル製品製造設備拡充工事（宇部工場） 

減少額：機械及び装置  板ガラス製品製造設備更新工事（松阪工場） 

２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。 

資産の種類 
前期末残高 

（百万円） 

当期増加額 

（百万円） 

当期減少額

（百万円）

当期末残高 

（百万円） 

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額 

（百万円） 

当期償却額 

（百万円） 

差引当期末

残高 

 （百万円） 

有形固定資産           

建物 50,127 3,383 463 53,047 35,541 1,228 17,506

構築物 16,630 859 
110

(0)
17,379 12,836 426 4,543

機械及び装置 154,868 8,560 3,885 159,543 133,403 5,839 26,140

車両運搬具 784 30 15 799 709 26 90

工具器具備品 14,501 1,110 381 15,230 12,474 936 2,755

土地 23,335 － 
97

(97)
23,237 － － 23,237

建設仮勘定 5,016 12,283 
13,955

(11)
3,345 － － 3,345

有形固定資産計 265,265 26,227 
18,909

(109)
272,583 194,964 8,457 77,619

無形固定資産           

工業所有権 218 － － 218 110 29 107

鉱業権 17 － － 17 8 － 8

ソフトウェア 1,054 352 81 1,324 688 200 636

その他 91 793 71 813 37 4 775

無形固定資産計 1,381 1,146 153 2,373 845 233 1,527

長期前払費用 606 5 119 492 161 36 331

繰延資産           

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は、331,985株である。 

２．当期増加額及び当期減少額は、前期の利益処分によるものである。 

３．当期増加額は、自己株式の売却によるものである。 

【引当金明細表】 

 （注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、率による引当に対する洗替額及び個別引当に対する見直しに伴う取崩

しである。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円） 18,168 － － 18,168 

資本金のうち

既発行株式 

普通株式（注１） （株） (214,879,975) (－) (－) (214,879,975) 

普通株式（注１） （百万円） 18,168 － － 18,168 

計 （株） (214,879,975) (－) (－) (214,879,975) 

計 （百万円） 18,168 － － 18,168 

資本準備金及

びその他資本

剰余金 

（資本準備金）           

株式払込剰余金 （百万円） 8,075 － － 8,075 

（その他資本剰余金）           

自己株式処分差益 

（注３） 
（百万円） 1 0 － 1 

計 （百万円） 8,076 0 － 8,076 

利益準備金及

び任意積立金 

（利益準備金） （百万円） 2,430 － － 2,430 

（任意積立金）           

特別償却積立金 

（注２） 
（百万円） 242 120 68 294 

固定資産圧縮積立金

（注２） 
（百万円） 455 347 48 754 

固定資産圧縮特別勘定

積立金（注２） 
（百万円） 312 － 312 － 

別途積立金（注２） （百万円） 42,850 6,000 － 48,850 

計 （百万円） 46,290 6,468 429 52,329 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額 
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 760 497 72 150 1,035 

賞与引当金 1,219 1,226 1,219 － 1,226 

役員退職慰労引当金 340 110 3 － 446 

特別修繕引当金 8,347 1,226 2,307 － 7,265 

事業構造改善引当金 － 2,622 － － 2,622 

環境安全対策引当金 － 291 － － 291 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

② 受取手形 

(イ）受取手形相手先別残高 

(ロ）期日別内訳 

区分 金額（百万円） 

現金 2 

預金   

普通預金 6,469 

外貨普通預金 98 

小計 6,567 

合計 6,570 

相手先 金額（百万円） 

㈱樫野 538 

イケダガラス㈱ 498 

早川商事㈱ 388 

岩谷産業㈱ 355 

名エン㈱ 354 

その他 5,721 

合計 7,857 

満期日 金額（百万円） 

平成18年４月 2,674 

５月 2,525 

６月 1,842 

７月 717 

８月以降 97 

合計 7,857 



③ 売掛金 

(イ）相手先別残高 

(ロ）売掛金回収及び滞留状況 

 （注）当期発生高には消費税等を含んでいる。 

④ 商品・製品・半製品・仕掛品 

⑤ 原材料 

⑥ 貯蔵品 

相手先 金額（百万円） 

セントラル・サンゴバン㈱ 6,150 

丸石製薬㈱ 4,749 

ソーダニッカ㈱ 2,047 

㈱東商セントラル 2,038 

セントレックス東海㈱ 944 

その他 15,609 

合計 31,539 

前期末残高 

（百万円） 

当期発生高 

（百万円） 

当期回収高 

（百万円） 

当期末残高 

（百万円） 
回収率（％） 滞留日数（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

33,032 143,786 145,279 31,539 82.2 82.0 

部門別内訳 商品（百万円） 製品（百万円） 半製品（百万円） 仕掛品（百万円） 

ガラス 139 5,289 2,191 357 

化成品 290 4,534 1,627 657 

合計 430 9,823 3,818 1,014 

品名 金額（百万円） 

原材料（原塩、珪砂他） 2,321 

燃料（重油他） 610 

合計 2,931 

品名 金額（百万円） 

包装材料 112 

補修材料 333 

消耗品その他 1,373 

合計 1,819 



⑧ 関係会社株式 

⑨ 支払手形(設備関係支払手形含む) 

支払先別内訳 

期日別内訳 

銘柄 金額（百万円） 

セントラルガラスアメリカ,Inc． 2,788 

セントラルガラスインターナショナル,Inc. 2,406 

セントラル化成㈱ 1,000 

裕盛工業股份有限公司 955 

セントラルガラスヨーロッパ Ltd. 488 

その他58銘柄 5,364 

合計 13,004 

相手先 金額（百万円） 

富士ハードウェアー㈱ 359 

東海運㈱ 204 

サンエス護膜工業㈱ 40 

三容真空工業㈱ 33 

エスケイシリンダー㈱ 31 

その他 146 

合計 816 

満期日 金額（百万円） 

平成18年４月 259 

５月 253 

６月 266 

７月以降 37 

合計 816 



⑩ 買掛金 

（注）上記金額には、みずほ信託銀行を受託者とする一括支払信託方式による支払債務が含まれている。 

⑪ 短期借入金 

⑫ 社債                      20,400百万円 

     内訳は、１ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表に記載している。 

相手先 金額（百万円） 

宇部商事㈱ 905 

セントラルグラスファイバー㈱ 874 

全国農業協同組合連合会 733 

セントラルグラスウール㈱ 684 

㈱トーアミ 466 

その他 12,049 

合計 15,714 

相手先 金額（百万円） 

㈱三井住友銀行 2,670 

㈱みずほコーポレート銀行 2,300 

農林中央金庫 2,170 

㈱山口銀行 2,045 

中央三井信託銀行㈱ 1,600 

その他 5,308 

合計 16,093 



(3）【その他】 

①決算日後の状況 

 特記事項はない。 

②訴訟 

(イ) 当社は、平成15年度より製造・販売を開始した硬質ウレタン用次世代発泡剤ＨＦＣ－２４５ｆａの製法に関

して、特許権者である米国のハネウェル・インテレクチュアル・プロパティーズ・インコーポレィテッド社

（以下「HWP社」という）に対し、HWP社の特許権に抵触しない旨の確認訴訟を平成14年11月５日に東京地方裁

判所に提起した。 

一方、HWP社は平成14年11月６日に当社に対し、同製法はHWP社の特許権を侵害しているとしてＨＦＣ－２４

５ｆａの製造・販売の中止を求める訴えを東京地方裁判所に提起した。また、特許の専用実施権者であるハネ

ウェル・インターナショナル・インコーポレィテッド社（以下「HWI社」という）も平成15年４月１日に当社

に対し、HWP社と同内容の訴訟を提起した。なお、当社が提起した訴訟とHWP社及びHWI社（以下「ハネウェル

社」という）が提起した訴訟の内容が実質的に同一であることから、訴訟代理人と協議の上、平成16年３月31

日付で当社が提起した訴訟を取り下げた。よって、ハネウェル社が提起した訴訟について審理が進められてき

た。 

また、ハネウェル社はドイツ、オランダにおいて平成15年10月17日、フランスにおいて平成15年10月20日に

当社に対し同様の訴訟を提起しているが、この内ドイツのデュッセルドルフ地方裁判所は平成17年５月３日付

でハネウェル社の訴えを棄却した。これに対してハネウェル社は平成17年６月30日にデュッセルドルフ高等裁

判所へ控訴した。 

   当社とハネウェル社は、平成18年６月27日に東京地方裁判所において、ＨＦＣ－２４５ｆａのハネウェル社

特許に関する日本における特許訴訟について、裁判上の和解により解決した。 

 本裁判上の和解により、ハネウェル社は、ＨＦＣ－２４５ｆａ特許に関する日本における仮処分申立て及び

欧州３カ国（ドイツ、オランダ、フランス）における全ての訴訟を取り下げ、当社はこれに同意することにな

った。 

なお、本件による業績に与える影響は軽微である。 

（ロ）当社は米国のアボットラボラトリーズとともに（以下合わせて「当方」という）米国のバクスター・ヘルス

ケア・コーポレーション（以下「同社」という）に対して、同社が全身吸入麻酔剤セボフルランの輸入承認を

取得したことから、同社製品が当方の特許を侵害しているとして、日本における同社製品の輸入、販売の禁止

を求める訴えを平成17年５月30日に東京地裁に起こしており、現在係争中である。 

なお、同社との係争は米国でも進行中であり、平成14年３月21日の第一審判決、及び上級審での差戻し後の

平成17年９月26日のイリノイ地裁判決においても同社の特許侵害を証明するには至らず敗訴となり、再度上級

裁判所に提訴中である。 

一方、同製品に関わる他の特許に関しても、同社が特許を侵害しているとして提訴しており、現在係争中で

ある。 

当方は、同社が当方特許を侵害していると確信しているが、現時点では結果を予想することは困難である。



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）平成18年６月29日開催の定時株主総会の決議により定款が変更され、会社の公告方法は次の通りとなった。 

当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ

とができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。  

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
10,000株券、1,000株券、500株券、100株券及び100株未満の株数を表示

した株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 １枚につき250円 

株券喪失登録に伴う手数料 
１．喪失登録    申請１件につき8,600円 

２．喪失登録株券  株券１枚につき 500円 

単元未満株式の買取り・買増し   

取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 本店 

株主名簿管理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 

中央三井信託銀行株式会社 

取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 

日本証券代行株式会社 本店及び全国各支店 

買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載方法 

東京都で発行する日本経済新聞 

貸借対照表及び損益計算書に係る情報は、決算公告に代えて、 

http://www.cgco.co.jp/noticeに掲載している。 

株主に対する特典 なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はない。 

２【その他の参考情報】 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

(1）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第91期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月29日関東財務局長に提出 

(2）半期報告書 

 （第92期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月22日関東財務局長に提出 

(3）発行登録書（新株予約権付社債）及びその添付書類 

 平成18年２月13日関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はない。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年６月29日

セントラル硝子株式会社   

 取締役会 御中   

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 池谷 修一  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宮原 正弘  印 

 笹村公認会計士事務所  

   公認会計士 笹村 正彦  印 

 私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセントラル

硝子株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たち

に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得

たと判断している。 

 私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セント

ラル硝子株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 会社と私たち又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年６月29日

セントラル硝子株式会社   

 取締役会 御中   

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 池谷 修一  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宮原 正弘  印 

 笹村公認会計士事務所  

   公認会計士 笹村 正彦  印 

 私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセントラル

硝子株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たち

に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得

たと判断している。 

 私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セント

ラル硝子株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報  

 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のとおり、会社は当連結会計年度から固定資産の減損

に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。 

 会社と私たち又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。 



独立監査人の監査報告書

  平成17年６月29日

セントラル硝子株式会社   

 取締役会 御中   

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 池谷 修一  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宮原 正弘  印 

 笹村公認会計士事務所  

   公認会計士 笹村 正彦  印 

 私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセントラル

硝子株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第91期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たち

に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

 私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セントラル

硝子株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

 会社と私たち又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。 



独立監査人の監査報告書

  平成18年６月29日

セントラル硝子株式会社   

 取締役会 御中   

 あずさ監査法人  

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 池谷 修一  印 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 宮原 正弘  印 

 笹村公認会計士事務所  

   公認会計士 笹村 正彦  印 

 私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているセントラル

硝子株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第92期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私たち

に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断

している。 

 私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、セントラル

硝子株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

追記情報   

 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のとおり、会社は当事業年度から固定資産の減損に係る会

計基準を適用しているため、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

 会社と私たち又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

（注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管している。 
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