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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 1,167 ― △51 ― △17 ― 5 ―

20年3月期第1四半期 1,216 △2.1 △59 ― 0 ― 59 27.1

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 0.62 ―

20年3月期第1四半期 7.05 ―

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 13,944 12,048 86.4 1,438.37
20年3月期 14,077 12,167 86.4 1,452.54

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  12,048百万円 20年3月期  12,167百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 8.00 16.00

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  有  
 

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 2,618 ― 45 ― 104 ― 67 ― 8.00
通期 5,800 3.4 130 5.2 280 △14.3 167 △20.9 19.94

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  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。  

(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．その他をご覧ください。  

(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 8,930,000株 20年3月期 8,930,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 553,450株 20年3月期 553,450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 8,376,550株 20年3月期第1四半期 8,377,650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。業績予想の前提となる仮定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は、2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ください。 
 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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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１四半期におけるわが国経済は、原油価格の更なる高騰や米国経済の景気減速、不安定な株式・為替市場の動

向など、景気の先行きについては、依然として不透明な状況となっております。

　このような環境のもと、化粧板部門では、不燃メラミン化粧板「パニートスリム」及び「パニートスーパースリム」

の売上は順調に推移しており、オフィス家具用高圧メラミン化粧板についても前年同期を上回る売上高となりました。

しかしながら、商業施設関連高圧メラミン化粧板の売上は減少いたしました。電子材料部門は、今年１月頃からの在

庫調整及び生産の伸び悩みの影響が大きく、好調に推移した前年同期に比べて売上は減少いたしました。ケミカルア

ンカー部門は、民間の一般建築工事や土木工事が減少したことにより売上は減少いたしました。

　また、原油価格及び原材料価格の高騰は、営業利益を圧迫する要因となっております。

　これらの結果、売上高は1,167百万円（前年同期比96.0％）、経常利益は△17百万円（前年同期は△０百万円）、四

半期純利益は５百万円（前年同期比8.7％）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における総資産は、前期末に比べ133百万円減少し、13,944百万円となりました。これは主に、投資

有価証券は増加したものの、現金及び預金が減少したことによるものであります。負債は前期末に比べ14百万円減少

し、1,896百万円となりました。また、純資産は前期末に比べ118百万円減少し、12,048百万円となりました。これは

主に、配当金支払により利益剰余金が減少したことによるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　原油価格及び原材料価格の高騰が続いており、平成20年５月15日発表の業績予想につきまして、第２四半期累計期

間及び通期の業績予想を下記のとおり修正いたします。

　 （第２四半期累計期間）

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
１株あたり　　　

四半期純利益

　前回発表予想（Ａ)

百万円

2,700

百万円

50

　百万円

100

　百万円

50

円　銭　

5.97

　今回修正予想（Ｂ） 2,618 45 104 67 8.00

　増減額（Ｂ－Ａ） △82 △5 4 17 －

　増減率（％） △3.0 △10.0 4.0 34.0 －

　前中間期実績 2,623 33 149 133 15.91

　　（通期）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株あたり　　　

当期純利益

　前回発表予想（Ａ)

　百万円

5,800

　百万円

200

　百万円

350

　百万円

200

　円　銭

23.88

　今回修正予想（Ｂ） 5,800 130 280 167 19.94

　増減額（Ｂ－Ａ） － △70 △70 △33 －

　増減率（％） － △35.0 △20.0 △16.5 －

　前期実績 5,611 123 326 211 25.20
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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

　①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定し

ております。　

　②棚卸資産の評価方法

　当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

　③固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算出して

おります。

　④税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。　

（２）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

　①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。

　②たな卸資産の評価基準及び評価方法

　　たな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており

ます。これによる損益への影響はありません。
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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 1,154,659 2,448,327

受取手形及び売掛金 1,909,487 2,210,737

有価証券 1,104,063 1,549,693

商品 75,085 68,203

製品 337,937 296,566

原材料 272,854 264,378

仕掛品 66,812 45,516

その他 542,110 1,520,371

貸倒引当金 △9,548 △11,054

流動資産合計 5,453,463 8,392,740

固定資産   

有形固定資産 2,951,157 2,839,747

無形固定資産 9,950 11,018

投資その他の資産   

投資有価証券 4,958,347 2,212,872

その他 608,312 657,934

貸倒引当金 △36,620 △36,620

投資その他の資産合計 5,530,040 2,834,186

固定資産合計 8,491,148 5,684,951

資産合計 13,944,611 14,077,692

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,170,190 1,256,478

未払法人税等 5,209 －

引当金 34,988 49,539

その他 433,423 328,346

流動負債合計 1,643,810 1,634,364

固定負債   

役員退職慰労引当金 217,757 214,124

その他 34,495 61,910

固定負債合計 252,252 276,034

負債合計 1,896,062 1,910,398



（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 2,515,383 2,515,383

資本剰余金 2,305,533 2,305,533

利益剰余金 7,414,283 7,492,890

自己株式 △257,822 △257,822

株主資本合計 11,977,376 12,055,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,171 111,310

評価・換算差額等合計 71,171 111,310

純資産合計 12,048,548 12,167,294

負債純資産合計 13,944,611 14,077,692



（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 1,167,371

売上原価 844,828

売上総利益 322,543

販売費及び一般管理費 374,182

営業損失（△） △51,638

営業外収益  

受取利息 13,021

受取配当金 15,182

その他 8,223

営業外収益合計 36,427

営業外費用  

売上割引 2,174

その他 532

営業外費用合計 2,706

経常損失（△） △17,916

特別利益  

投資有価証券売却益 68,713

その他 1,506

特別利益合計 70,219

特別損失  

投資有価証券売却損 35,575

その他 4,255

特別損失合計 39,831

税引前四半期純利益 12,471

法人税等 7,313

四半期純利益 5,158



　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期にかかる財務諸表

（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,216,465

Ⅱ　売上原価 901,194

売上総利益 315,270

Ⅲ　販売費及び一般管理費 375,175

営業損失 △59,905

Ⅳ　営業外収益 61,569

Ⅴ　営業外費用 2,609

経常損失 △944

Ⅵ　特別利益 133,803

Ⅶ　特別損失 29,177

税金等調整前四半期純利益 103,681

税金費用 44,581

四半期純利益 59,100

－ 2 －
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