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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 1,884 ― 74 ― 107 ― 58 ―

20年3月期第1四半期 1,827 5.3 149 △23.9 178 △7.6 101 △16.8

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 8.51 ―

20年3月期第1四半期 14.63 ―

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 12,651 10,463 82.5 1,526.13
20年3月期 12,674 10,714 84.3 1,562.38

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,441百万円 20年3月期  10,689百万円

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 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 20.00 20.00

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 3,810 ― 140 ― 195 ― 115 ― 16.81
通期 7,680 2.6 355 △32.1 480 △19.7 305 1.7 44.58

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．平成20年５月19日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今
後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。詳細は２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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  6,992,000株 20年3月期  6,992,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  150,498株 20年3月期  150,498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  6,841,502株 20年3月期第1四半期  6,909,502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１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国経済の減速の影響を受け、大幅に悪化し先行きへの警戒感

も高まってまいりました。物価面では、異常な原油価格の高騰を背景に企業物価は一段と上昇し、消費者物価も石油

製品や食料品を中心に上昇しております。

　当社におきましても当第１四半期連結会計期間に入り、更なる原油価格の高騰の影響を受け、原材料価格の上昇が

続き、エネルギーや副資材も大幅にアップし厳しい状況となりました。今後も更に原材料価格の上昇は続くものと予

想されております。

　このような背景のもと当社グループにおきましては、原材料価格の高騰分を当社グループ製品への転嫁に努力いた

しましたが、それ以上に留まることがない原材料の値上げが続き、利益が圧追されるという大変厳しい状況が続きま

した。また、急激な円高によって輸出売上高が大きく為替の影響を受けたことも、利益を一段と圧追する要因となり

ました。

　特に、当社グループの主要需要先の１つでありますプリント配線板業界は、中国市場を中心に価格競争が激化し、

売上高、利益とも影響を受けました。また、もう一方の主力分野であります合繊織物業界も景気後退の影響を受け、

業界全体の仕事量は減少してまいりました。

　その厳しい状況の中、独自技術の確立と顧客第一主義に徹して高付加価値品を各分野において早急に開発し、積極

的に新製品として投入してまいりました。

　また、原材料価格やエネルギーコストが上昇していく中、生産性向上、経費節減に努めた上で、製品への価格転嫁

を行い利益確保に努力してまいりました。

　その結果として当第１四半期連結会計期間における売上高は1,884百万円（前年同期比3.1％増）となりました。営

業利益は74百万円（同50.2％減）経常利益は107百万円（同39.7％減）四半期純利益は58百万円（同42.4％減）と増

収減益となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　キャッシュフローの状況について現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、定期預金の預け入れによる支

出300百万円及び関係会社株式の取得による支出117百万円並びに法人税等の支払い105百万円等により前連結会計年

度末から443百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には1,627百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は91百万円（前年同期比3,559.2％増）となりまし

た。前年同期との差の要因は、売上債権の増加が97百万円（同－）あったものの、仕入債務の増加101百万円（同

623.0％増）及び未払金の増加137百万円（同455.6％増）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）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は469百万円（同842.3％増）となりました。前年同

期との差の要因は、定期預金の預け入れによる支出300百万円（前年同期は－）及び関係会社株式の取得による支出

117百万円（前年同期は－）並びに有形固定資産の取得による支出52百万円（同4.7％増）等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）

　当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は63百万円（同38.1％増）となりました。前年同期

との差の要因は、配当金の支払額63百万円（同38.1％増）によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期につきましては、概ね予想の範囲内で推移しておりますので業績予想の見直しは行っておりません。
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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

（簡便な会計処理）

①たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな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。

②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、連結会計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定

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

（四半期財務諸表に関する会計基準の適用）

　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。

（たな卸資産の評価に関する会計基準の適用）

　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、損益に与える影響はありません。

（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、機械装置及び運搬具の主な耐用年数を４～９年としておりましたが、法人税法の

改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より４～８年に変更しております。
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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 3,947,252 4,090,708

受取手形及び売掛金 2,053,781 1,974,923

商品 16,220 15,315

製品 525,667 500,802

原材料 417,020 399,557

仕掛品 271,354 239,249

貯蔵品 2,325 2,325

繰延税金資産 56,416 71,378

その他 64,074 33,821

貸倒引当金 △13,020 △14,506

流動資産合計 7,341,093 7,313,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,738,069 3,694,829

減価償却累計額 2,562,563 2,547,880

建物及び構築物（純額） 1,175,506 1,146,948

機械装置及び運搬具 5,693,321 5,711,539

減価償却累計額 5,061,489 5,066,527

機械装置及び運搬具（純額） 631,832 645,011

工具、器具及び備品 901,585 907,237

減価償却累計額 829,108 833,894

工具、器具及び備品（純額） 72,477 73,343

土地 2,097,295 2,097,295

建設仮勘定 34,469 104,810

有形固定資産合計 4,011,580 4,067,409

無形固定資産   

のれん 11,032 12,608

その他 64,084 70,969

無形固定資産合計 75,116 83,578

投資その他の資産   

投資有価証券 1,123,866 1,110,574

従業員に対する長期貸付金 3,657 4,054

繰延税金資産 66,608 63,732

その他 35,891 37,506

貸倒引当金 △6,520 △6,245

投資その他の資産合計 1,223,503 1,209,622

固定資産合計 5,310,201 5,360,610

資産合計 12,651,295 12,674,186
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（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 1,149,199 1,055,040

未払金 351,042 133,350

未払費用 9,623 24,540

未払法人税等 34,704 111,880

賞与引当金 112,875 111,451

役員賞与引当金 3,250 13,000

その他 75,481 36,398

流動負債合計 1,736,176 1,485,662

固定負債   

退職給付引当金 353,412 378,072

役員退職慰労引当金 98,112 95,826

固定負債合計 451,524 473,898

負債合計 2,187,700 1,959,561

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金 827,990 827,990

利益剰余金 8,853,102 8,965,915

自己株式 △117,657 △117,657

株主資本合計 10,405,434 10,518,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,292 112,471

為替換算調整勘定 △71,725 58,334

評価・換算差額等合計 35,566 170,805

少数株主持分 22,592 25,571

純資産合計 10,463,594 10,714,624

負債純資産合計 12,651,295 12,674,186
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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 1,884,179

売上原価 1,336,613

売上総利益 547,565

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 473,041

営業利益 74,523

営業外収益  

受取利息 2,836

受取配当金 1,609

為替差益 34,130

雑収入 2,281

営業外収益合計 40,857

営業外費用  

持分法による投資損失 5,745

その他 1,948

営業外費用合計 7,694

経常利益 107,686

特別利益  

固定資産売却益 199

特別利益合計 199

特別損失  

固定資産除却損 553

持分変動損失 2,189

特別損失合計 2,743

税金等調整前四半期純利益 105,143

法人税、住民税及び事業税 32,419

法人税等調整額 14,351

法人税等合計 46,771

少数株主利益 148

四半期純利益 58,223
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 105,143

減価償却費 75,858

貸倒引当金の増減額（△は減少） 472

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,238

受取利息及び受取配当金 △4,446

為替差損益（△は益） △11,735

持分法による投資損益（△は益） 5,745

持分変動損益（△は益） 2,189

有形固定資産売却損益（△は益） △199

有形固定資産除却損 553

売上債権の増減額（△は増加） △97,236

たな卸資産の増減額（△は増加） △88,522

仕入債務の増減額（△は減少） 101,189

未払金の増減額（△は減少） 137,412

その他 △11,087

小計 191,100

利息及び配当金の受取額 6,336

法人税等の支払額 △105,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 91,787

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 △52,086

有形固定資産の売却による収入 1,000

無形固定資産の取得による支出 △200

投資有価証券の取得による支出 △1,175

定期預金の預入による支出 △300,000

関係会社株式の取得による支出 △117,280

貸付金の回収による収入 397

投資活動によるキャッシュ・フロー △469,346

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △63,957

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,957

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △443,455

現金及び現金同等物の期首残高 2,070,708

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,627,252
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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）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。

（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）セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

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）

　連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理ならびに運送業務にたずさわっております。また、

ゴオウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、当第１四半期連結累計

期間の事業も化学工業製品の製造・販売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載し

ておりません。

　【所在地別セグメント情報】

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）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報は記

載しておりません。

　【海外売上高】

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）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 623,380 44,941 668,322

Ⅱ　連結売上高（千円） 1,884,179

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 33.1 2.4 35.5

（注）１．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。

３．アジアに属する主な国又は地域………香港、中国、タイ、インドネシア、台湾、韓国等

その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、スペイン、ドイツ等

（６）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（千円）

Ⅰ　売上高 1,827,796

Ⅱ　売上原価 1,212,211

売上総利益 615,585

Ⅲ　販売費及び一般管理費 465,974

営業利益 149,610

Ⅳ　営業外収益 46,817

Ⅴ　営業外費用 17,919

経常利益 178,509

Ⅵ　特別利益 572

Ⅶ　特別損失 70

税金等調整前四半期純利益 179,011

法人税、住民税及び事業税 43,338

法人税等調整額 34,469

少数株主利益 112

四半期純利益 101,090

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・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（千円）

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 179,011

減価償却費 76,453

売上債権の減少額 61,434

たな卸資産の増加額 △105,028

仕入債務の増加額 13,995

その他 △40,490

小計 185,377

法人税等の支払額 △185,405

利息及び配当金の受取額 2,537

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,508

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,131

有形固定資産の取得による支出 △49,752

その他 1,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,807

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △46,317

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,317

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 4,515

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △89,101

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,886,684

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 3,797,582

－ 3 －
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