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平成２０年３月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 20 年２月８日 

上 場 会 社 名 新輝合成株式会社 上場取引所 ＪＱ 

コ ー ド 番 号 ７９２９ ＵＲＬ http://www.shinkigosei.co.jp 

代 表 者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）山 下 陽 子  

問合せ先責任者 （役職名）取締役管理部長 （氏名）久保田 政 光 ＴＥＬ（048）556－6161 

 

（百万円未満切捨て）

１．平成 20 年３月期第３四半期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 

(1) 経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

 売 上 高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20 年３月期第３四半期 4,561 1.1 91 143.8 148 105.2 100 －

19 年３月期第３四半期 4,513 1.7 37 △50.1 72 △42.5 △83 －

19 年３月期 5,706 － △64 － △17 － △217 －

 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

20 年３月期第３四半期 12 96 － －

19 年３月期第３四半期 △10 86 － －

19 年３月期 △28 17 － －

 

(2) 財政状態 

 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

20 年３月期第３四半期 8,312 6,255 75.3 810 59

19 年３月期第３四半期 8,190 6,317 77.1 818 43

19 年３月期 8,017 6,184 77.1 801 26

 

(3) 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 

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

20 年３月期第３四半期 181 △191 △23 1,740

19 年３月期第３四半期 162 396 △24 1,383

19 年３月期 374 575 △25 1,773
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２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭

19 年３月期 －  － －  － －  － ３  00 ３  00

20 年３月期 －  － －  － －  －  

20 年３月期（予想） －  － －  － －  － ３  00 
３  00

 

３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 【参考】 

（％表示は、対前期増減率）

 
売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

１株当たり 

当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 5,884 3.1 34 － 99 － 158 － 20 56

第３四半期の業績は予定通り推移しており、平成 19 年 11 月９日に公表しました業績予想の見直しはおこな

っておりません。 

 

４．その他  

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ：有 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ：有 

 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま

す。 

 

５．（要約）四半期財務諸表 

(1)（要約）四半期貸借対照表 

(2)（要約）四半期損益計算書 

(3)（要約）四半期株主資本等変動計算書 

(4)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期における経営成績は、原油高により原材料価格が依然として高く製造コストを圧迫してお

り、厳しい経営環境が続いております。 

売上高につきましては、つけもの用品が天候のずれもあり落込みましたが、分別ごみ容器及び大容量タ

イプのタライが順調に売上を伸ばすことができ 4,561 百万円（前年同期比 1.1％増）となりました。 

利益につきましては、販売価格の改定もあり売上原価率が前年同期に比べ 1.1 ポイント改善した結果、

営業利益は 91 百万円（前年同期比 143.8％増）、経常利益は 148 百万円（前年同期比 105.2％増）、四半期

純利益は 100 百万円（前年同期は 83 百万円の損失）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 ① 資産 

   当四半期末における資産は 8,312 百万円となり、前事業年度末に比べ 294 百万円増加いたしました。これは

主に、売上が増加する第３四半期にあたるため売上債権が 291 百万円増加したことによるものであります。 

 ② 負債 

   当四半期末における負債は 2,057 百万円となり、前事業年度末に比べ 223 百万円増加いたしました。これは

主に、売上の増加に伴い生産量が増加したことにより仕入債務が 143 百万円増加したことによるものであります。 

 ③ 純資産 

   当四半期末における純資産は 6,255 百万円となり、前事業年度末に比べ 71 百万円増加いたしました。これは

主に、利益剰余金の増加によるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 33 万円減少し、当四半期末には 1,740

百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果得られた資金は 181 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益 106

百万円、仕入債務の増加額 143 百万円及び減価償却費 271 百万円の増加要因と、売上債権の増加額 291 百

万円の減少要因によるものであります。 

（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 191 百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出

額 211 百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果使用した資金は 23 百万円となりました。これは主に、配当金の支払額 23 百万円による

ものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

第３四半期の業績は予定通り推移しており、平成 19 年 11 月９日に公表しました業績予想の見直しはお

こなっておりません。 

 

４．その他 

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

・税金費用については、税金等調整前四半期純利益に法定実効税率を乗じて算定しております。 

・その他影響額の僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。 

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成 19 年 4 月 1 日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ 11 百万円減少しております。 

法人税法の改正に伴い、平成 19 年 3月 31 日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の 5％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の 5％相

当額と備忘価額との差額を 5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ 38 百万円減少しております。 
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５．（要約）四半期財務諸表 

(1)（要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円未満切捨て）

前年同四半期末

（平成 19 年３月期  

第３四半期末） 

当四半期末 

（平成 20 年３月期

第３四半期末） 

増 減 
（参考）前期末

（平成19年３月期末）科 目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）      

Ⅰ流動資産      

現金及び預金 1,383,561 1,740,582 357,021 25.8 1,773,628

受取手形 697,209 685,450 △11,759 △1.7 545,470

売掛金 933,232 891,171 △42,061 △4.5 739,271

たな卸資産 876,808 946,801 69,993 8.0 956,504

その他 69,696 34,026 △35,670 △51.2 20,947

貸倒引当金 △21,309 △23,856 △2,547 12.0 △19,154

流動資産合計 3,939,198 4,274,176 334,978 8.5 4,016,667

Ⅱ固定資産  

有形固定資産 2,672,394 2,559,285 △113,109 △4.2 2,624,433

無形固定資産 211,513 220,254 8,741 4.1 209,323

投資その他の資産 1,581,600 1,425,308 △156,292 △9.9 1,374,962

貸倒引当金 △214,118 △166,391 47,727 △22.3 △207,562

固定資産合計 4,251,389 4,038,456 △212,933 △5.0 4,001,156

資産合計 8,190,588 8,312,632 122,044 1.5 8,017,824

（負債の部）  

Ⅰ流動負債  

支払手形 781,450 812,004 30,554 3.9 705,937

買掛金 348,905 362,033 13,128 3.8 324,604

未払費用 214,466 230,574 16,108 7.5 205,334

その他 193,562 402,882 209,320 108.1 307,466

流動負債合計 1,538,384 1,807,494 269,110 17.5 1,543,343

Ⅱ固定負債  

長期未払金 185,251 104,611 △80,640 △43.5 141,066

役員退職慰労引当金 19,841 24,341 4,500 22.7 20,966

その他 129,177 120,863 △8,314 △6.4 128,358

固定負債合計 334,270 249,816 △84,454 △25.3 290,391

負債合計 1,872,655 2,057,311 184,656 9.9 1,833,735

（純資産の部）  

Ⅰ株主資本  

資本金 1,125,000 1,125,000 － － 1,125,000

資本剰余金 1,165,091 1,165,091 － － 1,165,091

利益剰余金 4,026,976 3,970,277 △56,699 △1.4 3,893,323

自己株式 △4,873 △5,665 △792 16.3 △5,367

株主資本合計 6,312,195 6,254,703 △57,492 △0.9 6,178,048

Ⅱ評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 5,738 618 △5,120 △89.2 6,040

評価・換算差額等合計 5,738 618 △5,120 △89.2 6,040

純資産合計 6,317,933 6,255,321 △62,612 △1.0 6,184,089

負債純資産合計 8,190,588 8,312,632 122,044 1.5 8,017,824
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(2)（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円未満切捨て）

前年同四半期 

（平成 19 年３月期

第３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期

第３四半期） 

増 減 
（参考）前期 

（平成 19 年３月期）科 目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

Ⅰ 売上高 4,513,763 4,561,953 48,190 1.1 5,706,250

Ⅱ 売上原価 3,319,387 3,304,776 △14,611 △0.4 4,229,998

売上総利益 1,194,376 1,257,177 62,801 5.3 1,476,251

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,156,814 1,165,608 8,794 0.8 1,540,400

営業利益 37,561 91,568 54,007 143.8 △64,148

Ⅳ 営業外収益 43,761 59,318 15,557 35.5 57,227

Ⅴ 営業外費用 8,836 2,155 △6,681 △75.6 10,463

経常利益 72,486 148,731 76,245 105.2 △17,384

Ⅵ 特別利益 5,427 － △5,427 － 7,977

Ⅶ 特別損失 36,009 42,520 6,511 18.1 81,677

税 金 等 調 整 前 四 半 期  

（当期）純利益 
41,904 106,211 64,307 153.5 △91,084

税金費用 125,775 6,103 △119,672 △95.1 126,438

四半期（当期）純利益 △83,870 100,107 183,977 － △217,523
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(3)（要約）四半期株主資本等変動計算書 

前年同四半期末（平成 19 年３月期 第３四半期末） （単位：千円未満切捨て）

株主資本 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

評価・換

算差額等 

純資産 

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 1,125,000 1,165,091 4,134,017 △3,349 6,420,759 12,381 6,433,141

四半期中の変動額    

剰余金の配当  △23,170 △23,170  △23,170

当期純利益  △83,870 △83,870  △83,870

自己株式の取得  △1,523 △1,523  △1,523

株主資本以外の項目の 

四半期中の変動額（純額） 
  △6,643 △6,643

四半期中の変動額合計  △107,040 △1,523 △108,563 △6,643 △115,206

平成 18 年 12 月 31 日 残高 1,125,000 1,165,091 4,026,976 △4,873 6,312,195 5,738 6,317,933

 

 

当四半期末（平成 20 年３月期 第３四半期末） （単位：千円未満切捨て）

株主資本 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

評価・換

算差額等 

純資産 

合計 

平成 19 年３月 31 日 残高 1,125,000 1,165,091 3,893,323 △5,367 6,178,048 6,040 6,184,089

四半期中の変動額    

剰余金の配当  △23,153 △23,153  △23,153

当期純利益  100,107 100,107  100,107

自己株式の取得  △298 △298  △298

株主資本以外の項目の 

四半期中の変動額（純額） 
  △5,422 △5,422

四半期中の変動額合計  76,954 △298 76,656 △5,422 71,234

平成 19 年 12 月 31 日 残高 1,125,000 1,165,091 3,970,277 △5,665 6,254,703 618 6,255,321

 

 

（参考）前期末（平成 19 年３月期末） （単位：千円未満切捨て）

株主資本 

 
資本金 

資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

評価・換

算差額等 

純資産 

合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 1,125,000 1,165,091 4,134,017 △3,349 6,420,759 12,381 6,433,141

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △23,170 △23,170  △23,170

当期純損失  △217,523 △217,523  △217,523

自己株式の取得  △2,017 △2,017  △2,017

株主資本以外の項目の 

四半期中の変動額（純額） 
  △6,340 △6,340

事業年度中の変動額合計  △240,693 △2,017 △242,711 △6,340 △249,051

平成 19 年３月 31 日 残高 1,125,000 1,165,091 3,893,323 △5,367 6,178,048 6,040 6,184,089
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(4)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円未満切捨て）

前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

第３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

第３四半期） 

（参考）前期 

（平成 19 年３月期）

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期（当期）純利益 41,904 106,211 △91,084

減価償却費 245,523 271,778 358,657

減損損失 15,488 － 57,183

貸倒引当金の増減額（△減少額） 11,177 △36,469 2,466

賞与引当金の増減額（△減少額） △75,150 △71,140 △4,010

役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） △25,649 3,375 △24,524

長期未払金の増減額（△減少額） △109,872 △36,455 △154,057

投資有価証券売却益 △4,748 － △4,748

受取利息及び受取配当金 △40,300 △38,200 △52,070

売上債権の増減額（△増加額） △450,075 △291,880 △104,375

棚卸資産の増減額（△増加額） 317,640 9,702 237,944

仕入債務の増減額（△減少額） 63,482 143,495 △36,331

その他 158,624 98,509 158,190

小計 148,044 158,926 343,239

利息及び配当金の受領額 26,071 36,105 46,269

利息の支払額 △734 △798 △734

法人税等の支払額 △10,551 △12,696 △14,506

営業活動によるキャッシュ･フロー 162,829 181,536 374,266

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー  

有価証券の取得による支出 △299,769 － △299,769

有価証券の売却及び償還による収入 1,281,996 － 1,281,996

有形固定資産の取得による支出 △265,485 △211,830 △290,011

有形固定資産の売却による収入 63,333 136,071 66,683

投資有価証券の取得による支出 △600,000 △99,900 △600,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 294,810 － 494,610

貸付による支出 － △3,500 －

貸付金の回収による収入 2,700 1,850 3,430

ソフトウェアの取得による支出 △80,380 △13,500 △80,380

その他 △467 △434 △630

投資活動によるキャッシュ･フロー 396,738 △191,243 575,929

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー  

自己株式の取得による支出 △1,523 △298 △2,017

配当金の支払額 △23,029 △23,041 △23,096

財務活動によるキャッシュ･フロー △24,553 △23,340 △25,114

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△減少額） 535,014 △33,046 925,081

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 848,546 1,773,628 848,546

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,383,561 1,740,582 1,773,628
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６．四半期販売の状況 

（単位：千円未満切捨て）

前年同四半期 

（平成 19 年３月期 

第３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年３月期

第３四半期） 

増 減 
（参考）前期 

（平成19年３月期）区 分 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

清掃用品 1,413,779 1,474,866 61,086 4.3 1,818,514

調理・台所用品 1,778,216 1,750,395 △27,821 △1.6 2,137,822

サニタリー用品 297,468 357,205 59,737 20.1 381,808

収納用品 281,675 212,888 △68,787 △24.4 373,054

その他 720,304 745,260 24,956 3.5 965,990

不動産収入 22,319 21,337 △981 △4.4 29,058

合 計 4,513,763 4,561,953 48,189 1.1 5,706,250

 


