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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 853 ― 20 ― 20 ― 11 ―

20年3月期第1四半期 970 14.9 27 147.8 25 131.4 13 41.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 0.87 ―

20年3月期第1四半期 1.05 ―

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

21年3月期第1四半期 2,124 1,164 54.8 89.67
20年3月期 2,283 1,153 50.5 88.80

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,164百万円 20年3月期  1,153百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 1,675 △9.6 47 △12.8 45 △13.5 24 △17.1 1.85
通期 3,350 △8.7 95 △5.3 90 △7.9 48 71.0 3.69

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

〔（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。〕  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  13,000,000株 20年3月期  13,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  9,350株 20年3月期  8,472株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  12,991,433株 20年3月期第1四半期  12,993,034株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。業績予想に前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、３ページ【定性的情報・財
務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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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１四半期会計期間のわが国経済は、海外経済や国際金融資本市場の先行きが見えず、輸出は減速し、公共投資

は低調に推移し、個人消費も低迷している状況です。この背景には、原油価格の高値更新等に伴うエネルギー、原材

料価格の高騰があり、特に化学品の原材料コストの高騰は、当社には厳しい経営環境となりました。  

 このような情勢のもとに、当社は「環境と健康」を事業の中心テーマとして、各種ビジネスチャンスに対して積極

的に挑戦し、コストダウン、売値改訂等全分野での効率化と合理化に精力的に取組んでまいりました。  

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は853百万円（前年同期比12.0%減、化成品事業の一部取引見直しによ

るもの）、売上総利益は118百万円（前年同期比0.8%減）、営業利益は20百万円（前年同期比27.8%減）、経常利益は

20百万円（前年同期比21.7%減）、当第１四半期純利益は11百万円（前年同期比16.9%減）となりました。  

 主要な部門別の営業概況は、次のとおりです。  

（化成部門）  

 原材料コストの高騰が続いており、売値の見直しは常態化しています。この厳しい環境の下、当社のナイロンを中

心とする樹脂事業は、自動車業界・電機業界の新規用途開発、新規ユーザーの開拓により順調に、またユニチカグル

ープからの樹脂加工受託事業も堅調に推移しました。さらに設備・技術関係の改善により品質、生産性の向上を図り

ました。  

 その結果、売上高は収益性重視の一部取引見直しにより709百万円（前年同期比10.7%減）でしたが、売上総利益は

見直しによる改善効果もあり82百万円（前年同期比2.7%増）となりました。  

（製品部門）  

 国内タオル産業は、量販店やギフト業界での需要減退傾向が続く厳しい環境下にあります。こうした中、当社は長

年蓄積した高い技術を活かして、お茶染め商品をはじめとする「自然・環境・安全」に即応した高品質、高付加価値

商品を投入してまいりましたが、業界全体の減退傾向による売上不振により売上高は141百万円（前年同期比18.5%

減）、売上総利益は32百万円（前年同期比8.2%減）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 

 当第１四半期末における総資産は、前会計年度末に比べ現金及び預金91百万円、売上債権56百万円、有形固定資産

９百万円とそれぞれ減少したこと等により、前会計年度末比159百万円（同7.0%）減少し、2,124百万円となりまし

た。 

 負債につきましては、前会計年度末に比べ仕入債務92百万円、借入金26百万円、未払法人税等29百万円、退職給付

引当金13百万円とそれぞれ減少したこと等により、前会計年度末比170百万円（同15.1%）減少し、959百万円となり

ました。 

 純資産につきましては、当期純利益の計上により利益剰余金が前会計年度末に比べ11百万円増加したこと等によ

り、前会計年度末比11百万円（同1.0%）増加し、1,164百万円となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前会計年度末に比べ91百万円減

少し、206百万円となりました。 

 また、当第１四半期における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果使用した資金は、62百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益20百万円、減価償却費22

百万円の計上及び売上債権の減少56百万円による増加と仕入債務の減少92百万円及び法人税等の支払28百万円による

減少等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、３百万円となりました。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、26百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものであ

ります。  
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３．業績予想に関する定性的情報 

 今後につきましては、影響が最も大きい原材料価格高騰を総合コストダウン等で極小化すべく、営業・生産・開

発・管理の総力を結集し、安定成長に努めてまいります。これに加えて化成部門では、当社独自のリサイクル事業、

樹脂受託加工事業のさらなる拡大、製品部門では、カテキン製品等の機能商品を中心に新規客先の開拓を加速し、収

益基盤の確立を図ってまいります。  

 よって、第２四半期累計期間及び通期の業績予想は、平成20年５月９日発表の予想を修正しておりません。 

４．その他 

（１）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 206,911 298,825

受取手形及び売掛金 835,502 891,960

商品 161,995 159,758

製品 82,458 78,210

原材料 84,753 80,252

貯蔵品 3,133 4,202

その他 42,411 46,980

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 1,416,666 1,559,689

固定資産   

有形固定資産   

建物 230,641 233,475

機械及び装置 300,772 306,500

土地 75,322 75,322

その他 19,626 20,769

有形固定資産合計 626,363 636,069

無形固定資産   

無形固定資産合計 3,534 4,066

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 77,666 83,738

固定資産合計 707,563 723,873

資産合計 2,124,230 2,283,562

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 483,970 576,475

短期借入金 145,872 155,872

未払法人税等 877 30,000

賞与引当金 5,666 21,501

その他 77,350 69,974

流動負債合計 713,735 853,823

固定負債   

長期借入金 84,444 100,912

退職給付引当金 161,178 175,166

固定負債合計 245,622 276,078

負債合計 959,358 1,129,901
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 575,000 575,000

資本剰余金 125,263 125,263

利益剰余金 465,762 454,480

自己株式 △1,154 △1,082

株主資本合計 1,164,871 1,153,660

純資産合計 1,164,871 1,153,660

負債純資産合計 2,124,230 2,283,562
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 853,392

売上原価 735,346

売上総利益 118,045

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 97,962

営業利益 20,082

営業外収益  

受取利息 830

雑収入 1,175

営業外収益合計 2,005

営業外費用  

支払利息 1,203

雑損失 701

営業外費用合計 1,904

経常利益 20,183

税引前四半期純利益 20,183

法人税、住民税及び事業税 237

法人税等調整額 8,664

法人税等合計 8,901

四半期純利益 11,282
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 20,183

減価償却費 22,742

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,987

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,835

受取利息及び受取配当金 △830

支払利息 1,203

売上債権の増減額（△は増加） 56,458

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,917

仕入債務の増減額（△は減少） △92,505

その他 △1,977

小計 △34,465

利息及び配当金の受取額 1,745

利息の支払額 △1,306

法人税等の支払額 △28,146

営業活動によるキャッシュ・フロー △62,172

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,816

貸付金の回収による収入 375

その他 240

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,201

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △26,468

自己株式の取得による支出 △71

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91,913

現金及び現金同等物の期首残高 298,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 206,911
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 970 

Ⅱ 売上原価 851 

売上総利益 118 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 91 

営業利益 27 

Ⅳ 営業外収益 0 

Ⅴ 営業外費用  2 

経常利益 25 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 ― 

税引前四半期純利益 25 

税金費用 12 

四半期純利益 13 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

1.税引前四半期純利益 25 

2.減価償却費 26 

3.売上債権の増加額  △10 

4.たな卸資産の増加額 △29 

5.仕入債務の増加額 61 

6.その他  △9 

小計 63 

7.利息及び配当金の 
受取額  1 

8.利息の支払額 △1 

9.法人税等の支払額  △20 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 41 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー   

1.有形固定資産の取得に
よる支出  

△71 

2.無形固定資産の取得に
よる支出 

― 

3.その他  0 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△71 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

1.短期借入金の純増減額 ― 

2.長期借入による収入 ― 

3.長期借入金の返済によ
る支出 

△33 

4.その他  ― 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△33 

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
加額（又は減少額） 

△62 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 363 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 301 
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