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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 1,543 ― 15 ― 28 ― 25 ―

20年3月期第1四半期 1,531 6.9 36 △42.7 54 △36.9 57 27.2

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 3.29 ―

20年3月期第1四半期 7.50 ―

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 8,030 6,250 77.8 810.16
20年3月期 8,064 6,247 77.5 809.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,250百万円 20年3月期  6,247百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

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 3,120 7.4 46 383.1 72 50.4 62 91.1 8.03
通期 6,000 6.2 61 ― 111 104.8 90 △3.9 11.73

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  7,734,270株 20年3月期  7,734,270株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  18,605株 20年3月期  17,810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  7,721,818株 20年3月期第1四半期  7,722,632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、及び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ください。 
２．当会計年度より「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。  
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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 

当第一四半期におけるわが国経済は、依然として続く原油価格の値上がりにより、企業の設備投資の先

送りや減産の動きも見られ、またガソリンの値上がりや消費意欲の減退による影響から、景気回復の実感

は一段と弱まっている状態にあります。 

当プラスチック家庭用品業界におきましては、原油高に伴う原材料価格の上昇や、製造に付帯する製品

の値上がりが響き、企業収益は一段と厳しさを増しております。 

このような状況のなか、当社におきましては、新製品の開発として、清掃用モップを洗うときに便利な

縦長スリムタイプのモップバケツや、台所から出るゴミの収納用品として考えた「セパスリムペダル６０」

と「セパスリム２段３５」の開発をいたしました。 

製造面では、改善活動の一環であります作業効率アップの作業工程係数計数管理を徹底し、生産の時間

短縮を図ってまいりました。また各工場における機械設備と生産量の見直しを行い、他工場へ金型の移設

をすることにより、販売時の製品移動にかかる運搬コストの軽減に努めました。 

販売面では、依然として消費者の低価格志向は強く、特に収納用品におきましては買え控え傾向が顕著

に現れ、昨年実績に比べ厳しい状況となりました。調理・台所用品ではこの間の食に対する安全性が注視

されたことにより、抗菌まな板を中心に売上を伸ばすことが出来ました。 

  この結果、当第１四半期会計期間の売上高は 1,543 百万円（前年同期比 0.8％増）となりました。利益面

につきましては、原油高に伴う原材料価格及び荷具包装材などの上昇により、営業利益は 15 百万円（前年

同期比 57.9％減）、経常利益は 28 百万円（前年同期比 47.9％減）、四半期純利益は 25 百万円（前年同期比

56.1％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、純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は、売上債権の増加はあったものの、有形固定資産の取得、設備支払手形の

決済等の支出で現金及び預金が減少したことにより前期末比 33 百万円減の 8,030 百万円（前事業年度末

比0.4％減）となりました。負債は、設備支払手形の決済等による減少により前期末比37百万円減の1,779

百万円（前事業年度末比 2.0％減）となりました。純資産は、剰余金の配当による減少と四半期純利益

の増加により利益剰余金が増加し前期末比 3 百万円増の 6,250 百万円（前事業年度末比 0.1％増）とな

りました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当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、有形固定資産の取得によ

る支出等により前会計期間末に比べ 215 百万円減少し、当四半期会計期間末には 2,192 百万円となりま

した。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは 21 百万円の支出となりました。これは主に、売上債権の増加に

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは 170 百万円の支出となりました。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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは 23 百万円の支出となりました。これは主に、配当金の支払によ

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 

21 年３月期の業績予想につきましては、現時点では、平成 20 年５月 21 日公表の業績予想に変更はござ

いません。 

 

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 簡便な会計処理 

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会計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、前会計年度末の貸倒実績率等を使用して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の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前会計年度末の実地棚

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. 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

4. 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前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 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

(2) 四半期財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当会計年度より「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 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、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、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、売上総利益及び営業利益、経常利益、税引前四半期純利益は、それぞれ 5,476 千円減

少しております。 

 



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 2,192,772 2,408,326

受取手形及び売掛金 1,361,592 1,160,825

商品 38,887 42,742

製品 748,678 797,556

原材料 160,669 138,172

仕掛品 59,262 62,233

その他 104,680 78,623

貸倒引当金 △20,676 △17,590

流動資産合計 4,645,866 4,670,890

固定資産   

有形固定資産 2,028,923 1,957,814

無形固定資産 148,044 230,018

投資その他の資産   

投資有価証券 1,164,846 1,163,264

その他 210,008 209,605

貸倒引当金 △167,062 △167,062

投資その他の資産合計 1,207,792 1,205,807

固定資産合計 3,384,761 3,393,640

資産合計 8,030,627 8,064,530

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,132,795 1,093,246

未払法人税等 4,132 8,720

引当金 32,030 66,410

その他 384,696 420,234

流動負債合計 1,553,653 1,588,612

固定負債   

引当金 26,591 25,466

その他 199,452 202,689

固定負債合計 226,043 228,155

負債合計 1,779,697 1,816,768



（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 1,125,000 1,125,000

資本剰余金 1,165,091 1,165,091

利益剰余金 3,966,692 3,964,403

自己株式 △5,965 △5,806

株主資本合計 6,250,818 6,248,688

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 111 △926

評価・換算差額等合計 111 △926

純資産合計 6,250,930 6,247,762

負債純資産合計 8,030,627 8,064,530



（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 1,543,733

売上原価 1,142,401

売上総利益 401,331

販売費及び一般管理費 385,864

営業利益 15,467

営業外収益  

受取利息 10,268

雑収入 2,829

その他 157

営業外収益合計 13,256

営業外費用  

支払利息 139

営業外費用合計 139

経常利益 28,584

特別損失  

固定資産除却損 1,682

特別損失合計 1,682

税引前四半期純利益 26,901

法人税、住民税及び事業税 2,410

法人税等調整額 △947

法人税等合計 1,462

四半期純利益 25,438



（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 26,901

減価償却費 111,526

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,086

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,380

受取利息及び受取配当金 △10,426

支払利息 139

売上債権の増減額（△は増加） △200,767

たな卸資産の増減額（△は増加） 32,406

仕入債務の増減額（△は減少） 39,548

その他 10,785

小計 △21,180

利息及び配当金の受取額 9,747

利息の支払額 △653

法人税等の支払額 △9,266

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,352

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 △170,151

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 395

投資活動によるキャッシュ・フロー △170,756

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 △159

配当金の支払額 △23,285

財務活動によるキャッシュ・フロー △23,444

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △215,553

現金及び現金同等物の期首残高 2,408,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,192,772
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(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 

(1) （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） 

（単位：千円） 

前年同四半期 
（平成 20 年３月期 

第１四半期） 科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 1,531,317

Ⅱ 売上原価 1,095,215

売上総利益 436,102

Ⅲ 販売費及び一般管理費 399,328

営業利益 36,774

Ⅳ 営業外収益 18,046

Ⅴ 営業外費用 －

経常利益 54,820

Ⅵ 特別利益 9,135

Ⅶ 特別損失 3,352

税金等調整前四半期純利益 60,604

税金費用 2,660

四半期純利益 57,944
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(2) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

（単位：千円） 

当四半期 

（平成 20 年３月期 

第１四半期） 

区 分 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純利益 60,604

減価償却費 106,590

貸倒引当金の増減額（△減少額） △51,958

賞与引当金の増減額（△減少額） △71,140

役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） 1,125

長期未払金の増減額（△減少額） △12,369

受取利息及び受取配当金 △12,643

売上債権の増減額（△増加額） △93,740

棚卸資産の増減額（△増加額） △61,543

仕入債務の増減額（△減少額） 152,490

その他 79,749

小計 97,163

利息及び配当金の受領額 11,196

利息の支払額 △798

法人税等の支払額 △13,309

営業活動によるキャッシュ･フロー 94,251

Ⅱ 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 △77,524

貸付による支出 △3,500

貸付金の回収による収入 760

投資活動によるキャッシュ･フロー △80,264

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー 

配当金の支払額 △23,153

財務活動によるキャッシュ･フロー △23,153

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） △9,166

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,773,628

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,764,462
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