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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 9,709 ― 25 ― 78 ― △18 ―

20年3月期第1四半期 9,304 6.1 243 △50.6 272 △47.1 166 △46.1

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 △1.65 ―

20年3月期第1四半期 14.72 ―

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 37,805 16,791 44.1 1,474.02
20年3月期 36,709 16,844 45.6 1,478.68

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,675百万円 20年3月期  16,728百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

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 20,350 11.9 204 △22.4 230 △18.7 133 △5.0 11.76
通期 40,900 9.7 467 217.7 500 140.4 290 △23.1 25.63

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  無  

(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、その他の特記事項 
 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。 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、業況の変化等により、
上記数値と異なる場合があります。  

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  11,320,000株 20年3月期  11,320,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,777株 20年3月期  6,777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  11,313,223株 20年3月期第1四半期  11,313,300株



（株）サンエー化研（4234） 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信 

 ２

【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（平成20年4月１日～平成20年6月30日）におけるわが国経済は、原油などの原材料高

が消費や設備投資を下押しし、企業収益の伸び悩みや生産の横ばい傾向など景気減速感を強める状況となりました。 

当社グループにおいても原油価格高騰による原材料価格の上昇に歯止めがかからず、経営環境は依然として厳し

い状況が続いております。 

このような環境の下にあって、企業体質の改善、収益構造の安定を図り、コスト競争力、営業競争力、技術競争

力を高め、継続的な利益確保の実現に取り組んでまいりました。 

当第１四半期連結会計期間の部門別連結売上高において、軽包装部門は環境対応製品のエアー緩衝材（エアロテ

クト）の売上増により軽包装部門全体の売上確保に寄与いたしました。産業資材部門は、製品価格への転嫁、生産

の効率化等により堅調に推移しております。機能性材料部門は、液晶パネル部材の需要の変動に翻弄され、期待さ

れた販売数量を確保することができませんでした。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は売上高9,709百万円（前年同期比4.4％増）、経常利益78百万円（前

年同期比71.1％減）、当第１四半期純損失△18百万円（前年同期は純利益166百万円）となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間は特別損益の計上はなく、税金等調整前四半期純利益は78百万円でしたが、法

人税等調整額を78百万円計上したことにより、四半期純損失が△18百万円となりました。これは当社の賞与支給日

が６月末であるため、役員及び従業員の賞与引当金が174百万円減少したことによる、繰延税金資産の取崩を主な

要因とするものであります。 

各部門別の売上高は下記のとおりです。 

 部門別 売上高  構成比  

 軽包装部門 4,410百万円 45.4％ 

 産業資材部門 2,166百万円 22.3％ 

 機能性材料部門 2,953百万円 30.4％ 

 その他 178百万円 1.9％ 

 合計 9,709百万円 100.0％ 

 

 
２． 連結財政状態に関する定性的情報 

(1)  資産、負債及び純資産の状況 

総資産は前連結会計年度末に比べ 1,096 百万円増加しました。資産の主な増加は、現金及び預金の増加 752 百万

円、受取手形及び売掛金の増加 439 百万円です。 

負債は前連結会計年度末に比べ 1,149 百万円増加しております。主な増加は当第１四半期に 1,200 百万円の借入

を行ったことによる長期借入金の増加 921 百万円です。 

純資産は前連結会計年度末に比べ 52 百万円減少しております。主な増減は前連結会計年度に係る配当金の支払

いによる減少 101 百万円、投資有価証券の時価の増加に伴うその他有価証券評価差額金の増加 67 百万円です。 
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(2)  キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結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、前連結会計年度末に比べ

752 百万円増加し 3,648 百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 155 百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益 78 百万円、減価

償却費 446 百万円等により得られた資金が、売上債権の増加額 439 百万円、たな卸資産の増加額 231 百万円等の要

因により相殺されたものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 325 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出 267 百万円

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） 

財務活動の結果得られた資金は 923 百万円となりました。これは主に長期借入金の借入れによる収入 1,200 百万

円、長期借入金の返済による支出 244 百万円等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 

平成 20 年５月 21 日付「平成 20 年３月期決算短信」に記載いたしました、業績予想は変更しておりません。 

 

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 

 該当事項はありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更等 

 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たな卸資産 

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）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 34,562 千円減少しております。 

 

 



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 3,648,376 2,895,912

受取手形及び売掛金 13,700,815 13,261,406

有価証券 598 597

商品 9,101 3,410

製品 2,328,159 2,417,059

原材料 857,543 698,699

仕掛品 2,070,596 1,903,444

その他 468,515 609,089

貸倒引当金 △10,984 △10,616

流動資産合計 23,072,722 21,779,003

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,210,574 4,307,141

機械装置及び運搬具（純額） 4,748,860 4,703,154

土地 1,768,331 1,768,331

建設仮勘定 46,322 355,458

その他（純額） 55,638 58,568

有形固定資産合計 10,829,727 11,192,653

無形固定資産   

無形固定資産合計 90,106 95,989

投資その他の資産   

投資有価証券 3,083,888 2,914,342

長期貸付金 7,280 10,163

その他 722,148 717,152

貸倒引当金 △3 △4

投資その他の資産合計 3,813,312 3,641,653

固定資産合計 14,733,146 14,930,296

資産合計 37,805,869 36,709,300
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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 9,178,896 8,980,119

短期借入金 4,153,000 4,093,000

未払法人税等 50,398 5,145

賞与引当金 264,066 432,795

役員賞与引当金 － 6,200

その他 2,249,028 2,162,130

流動負債合計 15,895,389 15,679,390

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 3,532,700 2,611,250

退職給付引当金 781,092 789,810

役員退職慰労引当金 146,461 195,225

その他 358,678 289,383

固定負債合計 5,118,932 4,185,669

負債合計 21,014,321 19,865,059

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,000 2,176,000

資本剰余金 2,135,839 2,135,839

利益剰余金 11,829,165 11,949,761

自己株式 △4,642 △4,642

株主資本合計 16,136,363 16,256,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 539,569 471,727

評価・換算差額等合計 539,569 471,727

少数株主持分 115,615 115,553

純資産合計 16,791,547 16,844,240

負債純資産合計 37,805,869 36,709,300
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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 9,709,243

売上原価 8,910,720

売上総利益 798,523

販売費及び一般管理費 772,890

営業利益 25,632

営業外収益  

受取利息 1,400

受取配当金 25,831

屑売却代 26,422

その他 34,112

営業外収益合計 87,765

営業外費用  

支払利息 33,086

その他 1,651

営業外費用合計 34,738

経常利益 78,660

税金等調整前四半期純利益 78,660

法人税、住民税及び事業税 18,169

法人税等調整額 78,712

法人税等合計 96,881

少数株主利益 555

四半期純損失（△） △18,777
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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 78,660

減価償却費 446,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,718

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △48,763

受取利息及び受取配当金 △27,231

支払利息 33,086

売上債権の増減額（△は増加） △439,408

たな卸資産の増減額（△は増加） △231,028

仕入債務の増減額（△は減少） 292,152

未払消費税等の増減額（△は減少） 205,132

その他 △119,236

小計 181,288

利息及び配当金の受取額 27,403

利息の支払額 △31,934

法人税等の支払額 △21,619

営業活動によるキャッシュ・フロー 155,137

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 △267,219

投資有価証券の取得による支出 △55,752

貸付けによる支出 △1,200

貸付金の回収による収入 4,848

その他 △6,639

投資活動によるキャッシュ・フロー △325,963

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 60,000

長期借入れによる収入 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △244,550

配当金の支払額 △86,567

少数株主への配当金の支払額 △800

その他 △4,791

財務活動によるキャッシュ・フロー 923,291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 752,464

現金及び現金同等物の期首残高 2,896,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,648,975
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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】 

当社グループの事業は、化成品の製造・販売並びにこれら付随業務の単一事業であります。従いまして開示対象

となるセグメントはありませんので記載は省略しております。 

【所在地別セグメント情報】 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

【海外売上高】 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため記載は省略しております。 

 

(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。 

 

「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

 前第１四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 

（単位：千円）                                           

平成 20 年３月期

第１四半期 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 9,304,166 

Ⅱ 売上原価 8,264,459 

売上総利益 1,039,707 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 796,316 

営業利益 243,390 

Ⅳ 営業外収益 60,432 

Ⅴ 営業外費用 31,812 

経常利益 272,010 

Ⅵ 特別利益 910 

Ⅶ 特別損失 1,738 

税金等調整前四半期純利益 271,181 

税金費用 103,266 

少数株主利益（控除） 1,301 

四半期純利益 166,613 

 




