
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 アロン化成株式会社 上場取引所 東 

コード番号 7882 URL http://www.aronkasei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 矢田 昭

問合せ先責任者 （役職名） 総務人事部長 （氏名） 芹田 泰三 TEL 03-5420-1141

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月8日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 14,313 ― 415 ― 417 ― 141 ―

20年3月期第2四半期 15,115 0.8 907 △27.5 908 △26.3 501 △27.0

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 3.53 ―

20年3月期第2四半期 12.54 ―

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 35,797 27,780 77.6 694.53
20年3月期 36,242 27,868 76.9 696.74

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  27,780百万円 20年3月期  27,868百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 32,000 0.6 1,200 △42.2 1,200 △41.1 600 △45.8 15.00

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．通期の業績予想につきましては、平成20年５月14日に発表しました予想を修正しております。詳細につきましては、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、及び平成20年10月27日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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、本資料の発表日現在の見通しに基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が予想数
値と大幅に異なる可能性があります。 
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2四半期 40,000,000株 20年3月期 40,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 1,766株 20年3月期 1,766株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 39,998,234株 20年3月期第2四半期 39,998,234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２四半期累計期間の連結売上高は 143 億１千３百万円(前年同期比 5.3％減)となりました。 

部門別の連結売上高の状況は次のとおりであります。 

（管工機材）  

住宅着工や公共事業などの需要が引き続き低迷し、出荷は大幅に減少しました。この結果、管

工機材部門の連結売上高は 85 億６百万円（前年同期比 12.5％減）となりました。 

（ライフサポート） 

日用雑貨品は出荷が減少しましたが、介護・福祉関連製品は価格改訂前の先行需要も加わり引

き続き堅調に推移しました。この結果、ライフサポート部門の連結売上高は 39 億７千７百万円（同

13.8％増）となりました。 

（成形材） 

エラストマーコンパウンドはユーザーの在庫調整などの影響により出荷が減少しました。また、

特定需要家向け合成樹脂成形製品は需要の減少による影響を受けました。この結果、成形材部門

全体の連結売上高は 18 億２千９百万円（同 3.5％減）となりました。 
（※ 前年同四半期増減率は参考として表示しております。） 

利益につきましては、原材料価格の上昇に対して全社を挙げての経費削減や、製品価格への転嫁

に努力しましたが、原材料価格のたび重なる上昇による影響を補うには至らず、当第２四半期累計

期間の連結経常利益は４億１千７百万円となりました。また、繰延税金資産の一部を取り崩し、法

人税等調整額に 9 千 2 百万円を計上した影響もあり、四半期純利益は 1 億４千１百万円となりまし

た。 

なお、当社は、塩化ビニル管および継手の販売に関して、平成 19 年７月 11 日に公正取引委員会

の立入調査を受けており、現在も調査中であります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は 357 億９千７百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億４千４百

万円減少しました。流動資産は関係会社預け金が増加した一方、受取手形及び売掛金などの減少に

より５千６百万円減少しました。固定資産は減価償却が取得を上回ったことなどにより、３億８千

８百万円減少しました。流動負債は買掛金などの減少により、４億８百万円減少しました。純資産

の部は利益剰余金の減少などにより８千８百万円減少しました。 

当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は期首に比べて 24 億９百万円増加し、95 億６

千３百万円となりました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、21 億３千５百万円となりました。主な内訳は売

上債権の回収、減価償却費などによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得などによる支出を、関係会社預け金の払

い出しなどによる収入が上回ったことにより５億７千７百万円の収入となりました。 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、配当金の支払額および長期借入金の返済など

３億３百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後も景気の減速感がより一層強まり、原材料価格の高騰や、管工機材製品の需要低迷による影響

など、厳しい経営環境が続くものと考えております。このような状況を踏まえ、通期の連結業績は、

売上高 320 億円、営業利益 12 億円、経常利益 12 億円、当期純利益６億円を見込んでおります。 

なお、連結業績予想には本年 10 月１日より連結子会社となったミクニプラスチックス㈱の影響を

織り込んでおります。 
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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） 

  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。 
（四半期連結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。 

 

(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 

1.「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。 

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

   従来、棚卸資産の評価基準は、主として総平均法による原価法によっておりましたが、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

く簿価切り下げの方法）により算定しております。 

   これにより、第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益

は、それぞれ７百万円減少しております。 

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）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）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ようになった

ことに伴い、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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借処理に準じた会計処理を適用しております。 

   これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

  



アロン化成㈱ (7882) 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

 ４

５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円、単位未満切捨）             
当第２四半期 

連結会計期間末 

(平成 20 年 9 月 30 日現在)

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成 20 年 3 月 31 日現在) 

 

 

金  額 金  額 

 
 

    1,312 
    9,363 
    2,807 
      271 

830   
    8,311 
      506 
    △97 

 
 

    1,310 
   10,726 
    2,957 
      229 

823 
6,923 
503 

     △113 
  23,305    23,361 

 
 

    4,383 
    7,183 

 
 

     4,383 
    7,513 

   11,567    11,897 
       54 

 
450 

    522 
    △102 

       54 
 

    460 
582 

     △114 

      870       928 

資産の部 
流動資産 

    現金及び預金 
    受取手形及び売掛金     
    商品及び製品 
    仕掛品 
 原材料及び貯蔵品 

    関係会社預け金 
    その他 
   貸倒引当金 
    流動資産合計 
固定資産 

    有形固定資産 
      土地 
      その他（純額） 
      有形固定資産 
    無形固定資産 
    投資その他の資産 
    投資有価証券 
      その他 
     貸倒引当金 
      投資その他の資産 
    固定資産合計   12,492    12,880 
   資産合計   35,797    36,242 

 
 

    5,059 
       22 
      169 

317 
      772 

 
 

   5,340 
       28 
      280 

318 
      781 

    6,339     6,748  
 

       98 
212 

    1,366 

 
      109 

215 
    1,301 

負債の部 
流動負債 

    買掛金     
    １年内返済予定の長期借入金
    未払法人税等 
    賞与引当金 
    その他 
  流動負債合計 
固定負債  

    長期借入金 
    退職給付引当金 
    その他 
    固定負債合計     1,677     1,625 
  負債合計     8,017     8,374 

 
 

    4,220 
    3,542 
   19,862 
      △0 

 
 

    4,220 
    3,542 
   20,001 
      △0 

   27,624    27,763 
 

      155 
 

      104 

純資産の部 
株主資本 
    資本金 
    資本剰余金 
    利益剰余金 
    自己株式 
    株主資本合計 
評価・換算差額等 
    その他有価証券評価差額金 
    評価・換算差額等合計       155       104 
 純資産合計    27,780    27,868 
負債純資産合計    35,797    36,242 
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(2)四半期連結損益計算書 

  （第２四半期連結累計期間） 
（単位：百万円、単位未満切捨）                  

当第２四半期連結累計期間

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 9月 30 日 

       

金  額 

  14,313 

  10,323 

    3,989 

    3,573 

415 

 

       46 

        4    

17 

      69 

 

       22 

       24    

      20 

      67 

    417 

 

        20 

11 

23 

        55 

 

       12 

13 

       25 

    447 

      148 

      157 

306 

売上高 

売上原価 

売上総利益 

販売費及び一般管理費 

営業利益 

営業外収益 

 受取利息 

 受取配当金 

  雑収入 

 営業外収益合計 

営業外費用 

 支払利息 

 売上割引 

 雑損失 

 営業外費用合計 

経常利益 

特別利益 

  投資有価証券売却益 

  ゴルフ会員権売却益 

貸倒引当金戻入額 

   特別利益合計 

特別損失 

固定資産除売却損 

事務所移転費用 

 特別損失合計 

税金等調整前四半期純利益 

法人税､住民税及び事業税 

法人税等調整額 

法人税等合計 

四半期純利益       141 



アロン化成㈱ (7882) 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

 ６

(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円、単位未満切捨）         
当第２四半期連結累計期間 

自 平成 20 年 4 月 1 日 

至 平成 20 年 9月 30 日 

 

金    額 

 

         447 

         825 

        △3 

         △27 

        △27 

△51 

          22 

        △1 

     △1 

            12 

         △20 

△11 

       1,362 

       102 

       △280 

       4 

       2,352 

          51 

         △3 

     △264 

       2,135 

 

△60 

80 

1,000 

     △484 

0 

△10 

21 

        △1 

          27 

   4 

     577 

 

        △16 

       △279 

△6 

       △303 

         － 

     2,409 

       7,154 

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 

   減価償却費 

   退職給付引当金の増減額 

   役員退職慰労引当金の増減額 

   貸倒引当金の増減額 

   受取利息及び受取配当金 

   支払利息 

   賞与引当金の増減額 

   製品回収引当金の増減額 

固定資産除売却損益 

  投資有価証券売却損益 

   ゴルフ会員権売却損益 

   売上債権の増減額 

   たな卸資産の増減額 

   仕入債務の増減額 

   その他の資産･負債の増減額 

 小計 

   利息及び配当金の受取額 

   利息の支払額 

   法人税等の支払額 

  営業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 

   定期預金の預入による支出 

  定期預金の払戻による収入 

   関係会社預け金の払戻による収入 

   固定資産の取得による支出 

   固定資産の売却による収入 

   ゴルフ会員権の取得による支出 

  ゴルフ会員権の売却による収入 

   投資有価証券の取得による支出 

   投資有価証券の売却による収入 

   その他           

  投資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 

   長期借入金の返済による支出 

   配当金の支払額 

  その他 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

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 

現金及び現金同等物の期首残高 

現金及び現金同等物の四半期末残高        9,563 
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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情報 

 該当事項はありません。 

 

(5)セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結グループは、合成樹脂製品を専ら製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報に記載す

べき事項はありません。 
２．所在地別セグメント情報 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、所在地別セグメント情報に

記載すべき事項はありません。 
３．海外売上高 

海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、その記載を省略しております。 
 
(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。
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【参考】 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 中間連結損益計算書 
（単位：百万円、単位未満切捨）                

前中間連結会計期間 

自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 19 年 9月 30 日 

  

金  額 

   15,115 

   10,399 

    4,716 

    3,809 

      907 

 

       40 

        5 

       42 

       87 

 

       23 

       26 

        1 

       35 

       86 

      908 

 

3 

3 

 

       30 

       30 

      880 

      306 

      72 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

   営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

 1. 受取利息 

 2. 受取配当金 

 3. 雑収入 

   営業外収益合計 

Ⅴ 営業外費用 

 1. 支払利息 

 2. 売上割引 

 3. 遊休設備関係費 

  4. 雑損失 

   営業外費用合計 

   経常利益 

Ⅵ 特別利益 

1. 投資有価証券売却益 
   特別利益合計 

Ⅶ 特別損失 

 1. 固定資産除売却損 

    特別損失合計 

 税金等調整前中間純利益 

 法人税､住民税及び事業税 

 法人税等調整額 

   中間純利益       501 
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(2)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円、単位未満切捨）              
前中間連結会計期間 

 
自 平成 19 年 4 月 1 日 

至 平成 19 年 9月 30 日 

 

金    額 

 

         880 

         940 

        △71 

         △2 

         △20 

       △15 

△8 

        △45 

          23 

          30 

△3 

       1,375 

       △85 

         △69 

       △146 

       2,781 

          45 

         △3 

     △504 

         △0 

       2,319 

 

 

△80 

△1,000 

        △900 

        14 

         △9 

         8 

         2 

     △1,964 

 

 

        △17 

       △239 

       △256 

         － 

     97 

       7,441 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税金等調整前中間純利益 

   減価償却費 

   退職給付引当金の増減額 

   役員退職慰労引当金の増減額 

   貸倒引当金の増減額 

   賞与引当金の増減額 

  役員賞与引当金の増減額 

   受取利息及び受取配当金 

   支払利息 

   固定資産除売却損 

  投資有価証券売却益 

   売上債権の増減額 

   たな卸資産の増減額 

   仕入債務の増減額 

   その他資産･負債の増減額 

     小   計 

   利息及び配当金の受取額 

   利息の支払額 

   法人税等の支払額 

   固定資産除却に伴う支払額 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

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 

  関係会社預け金の預入による支出 

   固定資産の取得による支出 

   固定資産の売却による収入 

   投資有価証券の取得による支出 

   投資有価証券の売却による収入 

   その他           

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅲ 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 

   配当金の支払額 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

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 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高        7,538 



アロン化成㈱ (7882) 平成 21 年３月期 第２四半期決算短信 

 １０

 

（参考）生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 
（単位：百万円） 

生 産 高 
事 業 部 門 

 前年同四半期比(％)

  管工機材部門 
  ライフサポート部門 
  成形材部門 

7,935 

3,949 

1,861 

△15.0 

6.6 

△4.0 

       合    計 13,746 △8.2 

         （注）1.金額は販売価格によって算出しております。 
              2.上記金額には消費税等は含まれておりません。 
２．販売実績 

（単位：百万円） 
販 売 高 

事 業 部 門 
 前年同四半期比(％)

  管工機材部門 
  ライフサポート部門 
  成形材部門 

          8,506 

          3,977 

          1,829 

       △12.5 

         13.8 

        △3.5 

       合    計          14,313        △5.3 

         （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 




