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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 19,061 ― 173 ― 283 ― △128 ―

20年3月期第1四半期 18,677 6.6 574 0.6 683 9.7 271 △15.0

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 △2.05 ―

20年3月期第1四半期 4.30 ―

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 67,726 37,715 50.1 540.33
20年3月期 70,284 39,497 49.6 555.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  33,931百万円 20年3月期  34,861百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 4.00 ― 4.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 39,500 ― 700 ― 800 ― 250 ― 3.96
通期 80,000 3.4 2,100 48.1 2,200 42.4 900 ― 14.26

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は現時点で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作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって大
きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項については、３ページをご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  66,113,819株 20年3月期  66,113,819株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,315,409株 20年3月期  3,311,858株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  62,800,273株 20年3月期第1四半期  63,229,119株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題等を背景とした米

国景気の後退や原油高騰に伴う原材料価格の上昇などによる企業収益の悪化に加え、物価上昇に

よる個人消費の低迷もあり、景気減速感が増してきました。

　また、海外においてはアジア及び欧州市場は堅調であったものの、米国市場は景気後退が明ら

かになりました。

　このような状況のなか、当社グループの最重要課題である収益改善を図るべく、製品価格改定

のスピードを上げるとともに、更なるコスト削減を実施しました。しかしながら、原材料価格高

騰は想定以上のスピードで進む一方で、日米両国の景気減速の影響を受け売上は低迷し目標の収

益達成には至りませんでした。本事業年度は３ヵ年経営計画“Plan  ff  Phase Ⅱ（プランフォ

ルティシモフェ－ズ２）”の最終年度にあたり、重要課題の解決と収益の改善を果たすべく全力

を挙げて取組んでまいります。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は19,061百万円、営業利益は173百万円、経常利

益は283百万円となりました。なお、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴い、たな卸資産

評価損440百万円を特別損失計上したため、四半期純損失は128百万円となりました。

　事業の種類別ごとの業績は次のとおりです。

コンパウンド事業

　国内の塩ビコンパウンドは住宅不況による建材需要の落込みにより売上が減少しました。エラ

ストマーは引続き自動車用を中心に好調な売上を持続し、エンジニアリングプラスチックの売上

も堅調に推移し塩ビコンパウンドの減少を補いました。

　一方海外は、成長が続くアジアを中心に塩ビコンパウンドの売上は増加しましたが、景気の減

速が明らかになった米国は低調でした。

　この結果、売上高は13,472百万円（前連結累計期間比4.0%増）となりました。

フイルム事業

　国内は、住宅不況による建材需要の落込みにより建材用フィルムの売上が減少しました。一方

海外は、主力製品である建材用内装フィルム製品は、欧州を中心に依然好調に推移しましたが、

住宅不況の影響を受けた米国は低調でした。

　群馬事業所へ組織改組したフィルム精密加工部門は、光学フィルム製品の売上が上伸し、また

他の精密フィルム製品の開拓にも注力いたしました。

　この結果、売上高は4,255百万円（前連結累計期間比2.1%減）となりました。

食品包材事業

　国内の不採算事業であった業務用オレフィンラップ事業からの撤退により、前連結累計期間比

で売上は減少しました。業務用塩ビラップ・家庭用ラップは堅調に推移しましたが、減少分を補

うことはできませんでした。一方中国事業は、輸出に注力し売上は増加しました。

　この結果、売上高は1,185百万円（前連結累計期間比4.7%減）となりました。

商品

　事業の周辺商品ならびに関連商品を販売しました。

　この結果、売上高は148百万円（前連結累計期間比17.7%増）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、67,726百万円で前連結会計年度末に比べ2,558

百万円減少しています。これは、主に賞与支給等に伴う現金及び預金の減少と有形固定資産等の

減少によります。

　負債は、30,010百万円で前連結会計年度末に比べ776百万円減少しています。これは主に借入金

の返済と賞与支給に伴う賞与引当金等の減少によります。

  純資産は、37,715百万円で前連結会計年度末に比べ1,781百万円減少しています。これは、配当

の支払等による利益剰余金の減少に加え、為替換算調整勘定や少数株主持分の減少によります。

この結果、純資産から少数株主持分を控除した自己資本は33,931百万円となり、自己資本比率は

50.1%となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間業績及び通期業績につきましては、原油高騰に伴う原材料価格が想定

以上に高騰したため、現在影響額を精査中であります。精査が完了した時点で、修正する必要が

生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（税金費用の計算）

　当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該実効税率を

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。

（３）四半期連結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．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しており

ます。

　２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価

法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動

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。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ108百万円減少し、税金等調整前四半期純損失

は548百万円増加しております。

　３．当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取り扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,919,394 6,097,234

受取手形及び売掛金 20,788,923 21,296,396

有価証券 800,310 800,419

商品及び製品 5,544,655 5,594,597

仕掛品 982,259 991,913

原材料及び貯蔵品 3,782,318 3,879,001

その他 2,302,535 937,049

貸倒引当金 △156,582 △163,259

流動資産合計 37,963,814 39,433,354

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,255,674 6,533,472

機械装置及び運搬具 8,193,886 8,977,252

土地 4,723,190 4,906,003

建設仮勘定 724,065 836,197

その他 950,192 996,564

有形固定資産 20,847,009 22,249,490

無形固定資産   

のれん 94,672 26,552

その他 454,214 494,518

無形固定資産合計 548,886 521,071

投資その他の資産   

投資有価証券 5,691,461 5,116,203

その他 2,758,721 3,013,368

貸倒引当金 △83,796 △49,349

投資その他の資産合計 8,366,386 8,080,221

固定資産合計 29,762,283 30,850,784

資産合計 67,726,098 70,284,139

リケンテクノス㈱（4220） 平成21年3月期 第１四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,774,344 18,699,479

短期借入金 2,788,922 3,044,945

1年内返済予定の長期借入金 163,357 183,855

未払法人税等 185,522 319,840

賞与引当金 154,919 355,334

役員賞与引当金 6,000 24,000

その他 4,177,084 4,130,702

流動負債合計 26,250,150 26,758,157

固定負債   

長期借入金 582,074 706,967

退職給付引当金 2,198,989 2,178,581

役員退職慰労引当金 94,869 140,376

その他 884,695 1,002,912

固定負債合計 3,760,629 4,028,837

負債合計 30,010,780 30,786,995

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金 6,535,376 6,535,376

利益剰余金 19,235,773 19,838,606

自己株式 △1,240,442 △1,239,559

株主資本合計 33,044,725 33,648,441

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,338,664 992,401

為替換算調整勘定 △451,686 221,057

評価・換算差額等合計 886,977 1,213,458

少数株主持分 3,783,614 4,635,243

純資産合計 37,715,317 39,497,143

負債純資産合計 67,726,098 70,284,139
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 19,061,080

売上原価 16,845,658

売上総利益 2,215,422

販売費及び一般管理費 2,041,688

営業利益 173,733

営業外収益  

受取利息 12,867

受取配当金 56,836

為替差益 74,240

その他 51,309

営業外収益合計 195,254

営業外費用  

支払利息 36,388

その他 48,995

営業外費用合計 85,384

経常利益 283,603

特別利益  

固定資産売却益 1,803

特別利益合計 1,803

特別損失  

固定資産除却損 8,891

たな卸資産評価損 440,115

その他 6,569

特別損失合計 455,576

税金等調整前四半期純損失（△） △170,168

法人税等 △157,814

少数株主利益 116,391

四半期純損失（△） △128,746
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月

14日）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 平成

19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸

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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

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 18,677

Ⅱ　売上原価 15,971

売上総利益 2,706

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,132

営業利益 574

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 20

受取配当金　 44

その他　 80

営業外収益合計　 145

Ⅴ　営業外費用  

支払利息　 30

その他　 6

営業外費用合計　 36

経常利益 683

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益 0

その他 0

特別利益合計　 0

Ⅶ　特別損失  

固定資産売却及び除却損　 35

その他　 2

特別損失合計　 37

税金等調整前四半期純利益 646

税金費用 220

少数株主利益 154

四半期純利益 271
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