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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 3,572 ― 213 ― 266 ― 165 ―
20年3月期第1四半期 3,694 2.1 270 25.5 318 47.1 201 52.5

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 31.70 ―
20年3月期第1四半期 34.75 ―

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 14,082 10,401 73.9 1,997.12
20年3月期 14,653 10,443 71.3 2,005.03

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,401百万円 20年3月期  10,443百万円

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 ― ― ― 33.00 33.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

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 7,600 1.7 530 △13.5 520 △15.2 330 △10.1 63.36
通期 15,500 1.6 1,100 △13.7 1,070 △14.2 620 △15.6 119.04

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】４．その他（２）をご覧ください。 

(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】４．その他（３）をご覧ください。 

(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）本資料に記載されている業績見直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については、３ページ【定性的情報】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を作成しております。  

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  5,817,600株 20年3月期  5,817,600株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  609,360株 20年3月期  609,130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  5,208,293株 20年3月期第1四半期  5,789,330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１四半期における国内外経済は、一部の新興国で引き続き経済成長が持続したものの、世界的な金融不安、

 株価の変動、原油値上げに端を発する諸物価の高騰等の影響により、日本をはじめ米国・欧州等では経済成長に陰り

が生じ、世界経済の閉塞感が強まりました。

　 研磨布紙業界におきましても、国内市場は自動車関連分野での落ち込みに回復感がなく、輸出市場においても、

 在庫調整の局面を迎えた兆候がみられました。

　 このような環境の中にありまして、当社グループは、国内市場におきましては、自動車関連分野の落ち込み、木

 工・住宅設備市場での低迷の影響をうけたものの、ＩＴ精密関連分野で一部改善することができました。

　 一方、輸出市場では、引き続き中国を中心とするアジア市場における営業活動の強化、北米市場の営業基盤拡大

 に注力いたしましたが、アジア市場においては在庫調整の影響、一方、北米市場では米国の景気後退の影響を受け

 ました。

　 その結果、売上高は、国内市場におきましては26億５千５百万円（前年同期比99.6％）と微減となりました。

 　輸出市場におきましては、売上高は９億１千７百万円（前年同期比89.2％）と減少し、全体では35億7千２百万円

（前年同期比96.7％）となりました。

　 利益面では、コスト削減に努めましたものの、売上高の減少に加え、原油価格の高騰に伴う原材料、副資材等の

 コスト上昇や、設備投資に伴う減価償却費の増加等により、営業利益は２億１千３百万円（前年同期比78.9％）と

 なりました。

　 経常利益は、為替差益が寄与し、２億６千６百万円（前年同期比83.9％）となり、純利益は１億６千５百万円

（前年同期比82.1％）となりました。

   所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

       ① 日本　

          国内は、前述の理由により売上高は34億５千万円、営業利益は２億３千４百万円となりました。

       ② 北米　

          米国及びカナダは、営業基盤拡大に注力いたしましたが、売上高は１億９千７百万円、営業損失２千３百万円

　　　　となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　 当第１四半期末の資産につきましては、総資産は140億８千２百万円となり、前連結会計年度末に比べ、５億７千

 １百万円の減少となりました。これは主に現金及び預金等の流動資産が４億７千６百万円減少したことによるもの

 です。

　 負債の残高は、36億８千万円となり５億２千９百万円減少しました。これは主に未払金や未払法人税等の減少に

 より流動負債が５億３千３百万円減少したことによるものです。

　 純資産の残高は、104億１百万円となり、４千１百万円減少しました。これは主に四半期純利益の増加、配当金

 の支払、為替換算調整勘定のが減少したことによるものです。この結果自己資本比率は73.9％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・フローは使用しました資金は３億３千２百万円（前年同期５億６千７百万円減）

     となっております。これは税金等調整前四半期純利益２億６千５百万円、売上債権の減少１億６百万円等の増加要

     因、棚卸資産の増加３億１百万円、法人税等の支払２億８千万円等の減少要因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）

　　　 投資活動に使用しました資金は２億７千２百万円（前年同期２億８千６百万円減）となっております。これは

     主に有価証券の取得による支出５千２百万円、有形固定資産の取得による支出２億６百万円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）

　　  　財務活動に使用しました資金は１億３千９百万円(前年同期比18.1％減）となっております。これは主に配当金

      の支払１億７千１百万円によるものです。

　　　　以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は20億４百万円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　 業績予想については、概ね計画どおりに推移しており、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更は

 ございません。

三共理化学株式会社（5383)　平成21年３月期　第１四半期決算短信

2



 

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　　　　　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結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、前連結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

　       　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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

　　　　 によっております。

（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

　      　会計処理基準に関する事項の変更

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．重要な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たな卸資産については、従来、主として総平均法による低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）が摘要されたことに伴い、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。

　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

　      ３．リース取引に関する会計基準の適用

　　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

　ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

　会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

　用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

　成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

　ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

　よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

　は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。

　      （追加情報）

　有形固定資産の耐用年数の変更　

　　当社の機械装置については、従来、耐用年数を８～10年としておりましたが、法人税法の改正による法定耐

　用年数の変更に伴い、資産の利用状況を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より８～９年に変更してお

　ります。

　　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ2,311千円減少しておりま

　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 2,004,311 2,728,325

受取手形及び売掛金 4,214,987 4,310,526

有価証券 52,922 －

商品 193,600 153,618

製品 730,671 635,662

原材料 628,927 523,076

仕掛品 1,681,000 1,606,532

貯蔵品 119,602 110,686

繰延税金資産 98,179 167,134

その他 99,876 65,310

貸倒引当金 △4,574 △4,572

流動資産合計 9,819,506 10,296,301

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,457,343 1,456,782

機械装置及び運搬具（純額） 753,917 443,382

工具、器具及び備品（純額） 60,555 61,572

土地 159,898 159,830

建設仮勘定 600,124 952,038

有形固定資産合計 3,031,839 3,073,605

無形固定資産   

のれん 3,572 4,082

その他 90,866 101,027

無形固定資産合計 94,439 105,110

投資その他の資産   

投資有価証券 813,109 844,228

繰延税金資産 106,433 119,762

破産更生債権等 18,137 20,622

その他 237,294 233,907

貸倒引当金 △38,576 △40,127

投資その他の資産合計 1,136,398 1,178,392

固定資産合計 4,262,676 4,357,108

資産合計 14,082,183 14,653,410
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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 2,477,799 2,501,876

1年内返済予定の長期借入金 1,133 1,357

リース債務 101,693 75,612

未払金 149,767 292,858

未払法人税等 50,510 290,039

賞与引当金 123,465 245,000

設備関係支払手形 154,823 187,770

その他 295,186 293,391

流動負債合計 3,354,379 3,887,906

固定負債   

長期借入金 1,949 1,834

リース債務 88,934 78,752

繰延税金負債 － 1,478

退職給付引当金 64,395 71,456

役員退職慰労引当金 171,045 168,840

固定負債合計 326,324 322,362

負債合計 3,680,704 4,210,269

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,280 573,280

資本剰余金 559,555 559,555

利益剰余金 9,988,954 9,995,734

自己株式 △755,083 △754,794

株主資本合計 10,366,706 10,373,774

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 83,033 69,340

為替換算調整勘定 △48,260 25

評価・換算差額等合計 34,772 69,365

純資産合計 10,401,479 10,443,140

負債純資産合計 14,082,183 14,653,410
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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 3,572,957

売上原価 2,619,832

売上総利益 953,124

販売費及び一般管理費 739,563

営業利益 213,561

営業外収益  

受取利息 2,521

受取配当金 4,566

為替差益 45,823

持分法による投資利益 18

その他 2,285

営業外収益合計 55,215

営業外費用  

支払利息 1,386

その他 411

営業外費用合計 1,797

経常利益 266,979

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 1,376

特別損失合計 1,376

税金等調整前四半期純利益 265,602

法人税、住民税及び事業税 47,714

法人税等還付税額 △20,691

法人税等調整額 73,479

法人税等合計 100,503

四半期純利益 165,099
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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 265,602

減価償却費 82,681

のれん償却額 510

賞与引当金の増減額（△は減少） △121,535

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,060

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,205

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,549

受取利息及び受取配当金 △7,087

支払利息 1,386

持分法による投資損益（△は益） △18

為替差損益（△は益） △14,645

固定資産除売却損益（△は益） 1,376

売上債権の増減額（△は増加） 106,510

たな卸資産の増減額（△は増加） △301,520

仕入債務の増減額（△は減少） △43,353

その他 △21,490

小計 △57,988

利息及び配当金の受取額 7,844

利息の支払額 △1,261

法人税等の支払額 △280,649

営業活動によるキャッシュ・フロー △332,054

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △52,922

有形固定資産の取得による支出 △206,009

有形固定資産の除却による支出 △1,100

投資有価証券の取得による支出 △10,000

貸付金の回収による収入 64

その他 △2,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △272,633

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 △306

セール・アンド・リースバックによる収入 285,600

リース債務の返済による支出 △252,808

配当金の支払額 △171,879

自己株式の取得による支出 △288

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,682

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △724,013

現金及び現金同等物の期首残高 2,728,325

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,004,311
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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

ａ．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）

　研磨事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占める割合が

いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．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）

日本（千円） 北米（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,374,977 197,980 3,572,957 － 3,572,957

(2）セグメント間の内部売上高　

又は振替高
75,734 － 75,734 △75,734 －

計 3,450,711 197,980 3,648,691 △75,734 3,572,957

 営業利益 234,821 △23,311 211,509 2,052 213,561

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米……米国、カナダ

３．追加情報

　　　　(有形固定資産の耐用年数の変更)

　　　　　当社の機械装置については、従来、耐用年数を８～10年としておりましたが、法人税法の改正による法

　　　　定耐用年数の変更に伴い、資産の利用状況を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より８～９年に変

　　　　更しております。

　　　　　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で2,311千円減少しております。

ｃ．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）

北米 東・東南アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 197,980 674,848 44,840 917,668

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,572,957

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
5.5 18.9 1.3 25.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………米国、カナダ

(2）東・東南アジア…中国、台湾、マレーシア、タイ他

(3）その他……………欧州、オセアニア他

（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。
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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（千円）

Ⅰ　売上高 3,694,977

Ⅱ　売上原価 2,686,514

売上総利益 1,008,462

Ⅲ　販売費及び一般管理費 737,825

営業利益 270,637

Ⅳ　営業外収益 49,594

Ⅴ　営業外費用 1,895

経常利益　 318,336

Ⅵ　特別利益 94

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益
　

318,430

税金費用　 117,270

四半期純利益 201,159
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（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純利益
　

318,430

減価償却費　 77,401

のれん償却額　 510

賞与引当金の増減額（△：
減少）　

△130,001

貸倒引当金の減少額　 △94

退職給付引当金の減少額　 △21,507

役員退職慰労引当金の増減
額（△：減少額）　

1,710

　受取利息及び配当金 △9,130

　持分法による投資利益 △8,027

　支払利息 495

　為替差損益
（△：差益）

△28,876

　投資有価証券評価損 1,400

　売上債権の増減額（△：
増加額）

133,286

　たな卸資産の増加額 △97,588

　仕入債務の増減額（△：
減少額）

178,461

　その他 14,056

小計 430,526

利息及び配当金の受取額　 16,780

利息の支払額　 △487

法人税等の支払額　 △211,563

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

235,256
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前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

有価証券の償還による収入
　

300,305

有形固定資産の取得による
支出

△282,852

その他　 △3,288

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

14,164

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

短期借入金の返済による支
出（純額）　

△4,123

長期借入金の返済による支
出　

△2,405

配当金の支払額　 △163,994

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△170,523

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

11,050

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（△は減少額）

89,947

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,650,516

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半
期末残高

3,740,464
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