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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,939 ― 222 ― 208 ― 126 ―

20年3月期第2四半期 5,481 0.0 393 △12.1 418 △11.9 250 △14.1

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2四半期 11.91 ―

20年3月期第2四半期 23.55 ―

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2四半期 19,691 15,095 76.7 1,418.14
20年3月期 20,308 15,078 74.2 1,416.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  15,095百万円 20年3月期  15,078百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,876 6.1 642 △8.0 627 △4.4 420 6.3 39.48

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2四半期  10,839,663株 20年3月期  10,839,663株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  195,123株 20年3月期  194,447株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  10,644,856株 20年3月期第2四半期  10,645,520株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 通期業績予想につきましては、平成20年４月28日公表時から変更しておりません。なお、業績予想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異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２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。 
 当事業年度より、「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２四半期累計期間（６ヶ月）におけるわが国経済は、原油価格の高騰、円高の進行、サブプライムローン問題

に端を発する金融不安など、経済の先行きに与える影響が懸念されました。また、ガソリンや食料品などの一般消費

財の値上がりにより個人消費は冷え込み、さらに９月末には、米国における金融不安を象徴する大手金融機関の破

綻、さらには金融不安払拭のための施策として提出された金融安定化法案の成立を巡ってニューヨーク株式市場は暴

落し、ここにきて一層景気に対する不安感が増してまいりました。 

 当社が関係しております粘着・接着・香料・ラミネート業界におきましても、新興国を中心とした世界的な需要増

を背景に原材料価格が軒並み値上がりしており、長引く原油価格の高騰と併せて依然として大変厳しい状況が続いて

おります。 

 このような状況下、当社といたしましては、付加価値の高い製品の探求、新市場の開拓に努めるとともに、国内外

での製品価格の値上げを積極的に推し進めてまいりました。また、さらなる生産効率のアップ、品質保証体制の維

持・強化ならびに福山工場の本格稼動をはかるなど、全社をあげて内外の競争の激化に対処しうる企業体質の強化に

取り組んでおります。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間（６ヶ月）における業績は、売上高5,939百万円、経常利益は208百万円となり

ました。四半期純利益は、126百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態 

 当四半期末における総資産は19,691百万円となり前事業年度末に比べ616百万円の減少となりました。その主

な要因は、現金及び預金750百万円等の増加がありましたが、たな卸資産821百万円及び有形固定資産280百万円

等減少したことによるものであります。 

 負債は4,596百万円となり前事業年度末に比べ633百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金

402百万円及び未払金156百万円等減少したためであります。 

 純資産は15,095百万円となり前事業年度末に比べ17百万円の増加となりました。その主な要因は、繰越利益剰

余金216百万円の減少ありましたが、別途積立金が290百万円増加したためであります。 

（２）キャッシュ・フロー 

 当四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,766百万円となり、前事業年度末に比

べ750百万円の増加となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは1,766百万円の収入となりました。その主な要因は、税引前四半期純利

益203百万円、減価償却費456百万円及びたな卸資産の減少821百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは442百万円の支出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得

による支出441百万円等であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは539百万円の支出となりました。その主な要因は、短期借入金の返済に

よる支出400百万円及び長期借入金の返済による支出74百万円等であります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、平成20年４月28日公表時から変更しておりません。 

 売上高は、若干の増収となっておりますが、前述のとおり原材料価格が高騰しており、営業利益、経常利益及び四

半期純利益は大幅な減益となっております。 

 しかしながら、製品価格への転嫁を推し進めており、第３四半期以降は改善が見込まれること、及び国道整備事業

による土地の収用等の収入を、特別利益として当第２四半期で見込んでおりましたが、第３四半期以降になったこと

等から、通期の業績予想は変更しておりません。 
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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 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、年度予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

・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、前事業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場合に、前事業年度末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り算定しております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

 該当事項はありません。 

（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 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

 当事業年度より「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 たな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、当事業年度より「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、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ63,052千円減少しております。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 2,759,348 2,009,340

受取手形及び売掛金 3,173,994 3,167,842

有価証券 344,824 344,283

商品 68,823 86,416

製品 1,402,403 1,554,402

原材料 2,702,055 3,409,925

仕掛品 592,617 549,373

貯蔵品 110,511 97,725

繰延税金資産 71,868 76,920

その他 135,790 353,911

貸倒引当金 △3,186 △3,173

流動資産合計 11,359,050 11,646,968

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,087,550 1,107,997

機械及び装置（純額） 1,667,080 1,879,987

土地 3,751,699 3,751,699

その他（純額） 1,053,477 1,101,004

有形固定資産合計 7,559,808 7,840,688

無形固定資産 26,264 28,867

投資その他の資産   

投資有価証券 582,919 658,101

繰延税金資産 123,521 90,856

その他 53,958 56,621

貸倒引当金 △13,816 △13,816

投資その他の資産合計 746,582 791,762

固定資産合計 8,332,654 8,661,319

資産合計 19,691,705 20,308,287
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 766,673 819,423

短期借入金 2,146,696 2,549,196

未払法人税等 79,880 18,871

賞与引当金 155,219 176,347

その他 654,356 803,180

流動負債合計 3,802,824 4,367,018

固定負債   

長期借入金 352,077 424,175

退職給付引当金 185,910 190,678

役員退職慰労引当金 255,001 248,015

その他 450 －

固定負債合計 793,438 862,869

負債合計 4,596,263 5,229,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,789,567 1,789,567

資本剰余金 1,729,013 1,729,013

利益剰余金 11,622,835 11,559,938

自己株式 △136,878 △136,462

株主資本合計 15,004,537 14,942,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90,904 136,342

評価・換算差額等合計 90,904 136,342

純資産合計 15,095,442 15,078,399

負債純資産合計 19,691,705 20,308,287
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,939,005

売上原価 4,605,585

売上総利益 1,333,420

販売費及び一般管理費 1,110,589

営業利益 222,831

営業外収益  

受取利息 5,501

受取配当金 6,777

その他 13,845

営業外収益合計 26,123

営業外費用  

支払利息 17,977

手形売却損 7,210

為替差損 10,942

その他 3,854

営業外費用合計 39,984

経常利益 208,970

特別利益  

投資有価証券売却益 1,160

特別利益合計 1,160

特別損失  

固定資産処分損 6,518

投資有価証券売却損 2

特別損失合計 6,521

税引前四半期純利益 203,608

法人税、住民税及び事業税 73,653

法人税等調整額 3,187

法人税等合計 76,840

四半期純利益 126,768
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 203,608

減価償却費 456,493

受取利息及び受取配当金 △12,278

支払利息 17,977

為替差損益（△は益） 34,930

売上債権の増減額（△は増加） △6,151

たな卸資産の増減額（△は増加） 821,432

仕入債務の増減額（△は減少） △52,750

その他 321,855

小計 1,785,119

利息及び配当金の受取額 11,898

利息の支払額 △18,067

法人税等の支払額 △12,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,766,305

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △235,246

定期預金の払戻による収入 235,070

有価証券の取得による支出 △11,020

有価証券の売却による収入 10,980

有形固定資産の取得による支出 △441,913

投資有価証券の取得による支出 △1,840

投資有価証券の売却による収入 1,943

投資活動によるキャッシュ・フロー △442,026

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 △400,000

長期借入金の返済による支出 △74,598

自己株式の取得による支出 △416

配当金の支払額 △63,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △539,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 750,333

現金及び現金同等物の期首残高 2,015,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,766,223
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 当事業年度より「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。 

（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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６．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当第２四半期累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 商品仕入実績 

当第２四半期累計期間における商品仕入実績は60,154千円ありましたが、仕入品目が多岐にわたり、事業の部門

別に分類することが困難であるため省略しております。 

なお、金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3) 受注状況 

当社は主として見込生産によっているため、該当事項はありません。 

(4) 販売実績 

当第２四半期累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主要な輸出先、輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 2,470,352 98.3 

化成品部門 1,558,261 120.9 

ホットメルト接着剤部門 1,425,473 104.8 

ラミネート品部門 653,908 103.5 

合計 6,107,996 105.4 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 2,364,489 101.1 

化成品部門 1,504,999 121.9 

ホットメルト接着剤部門 1,275,196 114.2 

ラミネート品部門 673,259 103.0 

その他部門 121,061 87.6 

合計 5,939,005 108.4 

輸出先 

当四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

前年同四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

（参考）前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

  金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

東南アジア 846,471 61.0 697,454 60.7 1,494,873 61.7 

欧州 365,127 26.3 264,398 23.0 582,123 24.0 

北米 147,804 10.6 162,314 14.1 278,623 11.5 

その他 28,706 2.1 25,416 2.2 67,043 2.8 

合計 
1,388,110 

（23.4%） 
100.0 

1,149,584 

（21.0%）
100.0 

2,422,663 

（21.6%） 
100.0 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   5,481,100 100.0 

Ⅱ 売上原価   4,022,950 73.4 

売上総利益   1,458,149 26.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,064,567 19.4 

営業利益   393,582 7.2 

Ⅳ 営業外収益   48,454 0.8 

Ⅴ 営業外費用   23,170 0.4 

経常利益   418,866 7.6 

Ⅵ 特別利益   313 0.0 

Ⅶ 特別損失   462 0.0 

税引前中間純利益   418,716 7.6 

法人税、住民税及び事業
税 171,528     

法人税等調整額 △3,477 168,050 3.0 

中間純利益   250,665 4.6 
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 418,716 

減価償却費 347,954 

受取利息及び受取配当金 △10,487 

支払利息 14,393 

為替差損益（△は益） △10,900 

売上債権の増減額（△は増加） 313,379 

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,293 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,780 

その他 140,716 

小計 1,161,699 

利息及び配当金の受取額 10,444 

利息の支払額 △14,546 

法人税等の支払額 △224,348 

営業活動によるキャッシュ・フロー 933,247 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △250,063 

定期預金の払戻による収入 249,907 

有価証券の取得による支出 △10,980 

有価証券の売却による収入 10,969 

有形固定資産の取得による支出 △577,431 

無形固定資産の取得による支出 △3,650 

投資有価証券の取得による支出 △22,065 

投資有価証券の売却による収入 20,094 

投資活動によるキャッシュ・フロー △583,220 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入 100,000 

長期借入金の返済による支出 △91,298 

自己株式の純増加額 △150 

配当金の支払額 △63,756 

財務活動によるキャッシュ・フロー △55,205 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 10,900 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 305,722 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,442,484 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,748,206 
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