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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 10,358 ― 196 ― 171 ― 147 ―
20年3月期第2四半期 10,179 △3.3 △117 ― △192 ― △177 ―

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 3.07 ―
20年3月期第2四半期 △3.69 ―

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 20,155 7,885 39.0 163.55
20年3月期 21,259 7,774 36.5 161.30

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,862百万円 20年3月期  7,756百万円

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 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 22,200 3.2 610 ― 400 ― 280 ― 5.80

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・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、その他特記事項 
・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。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。 
・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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７
条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  

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 有

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  48,253,094株 20年3月期  48,253,094株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  178,940株 20年3月期  167,596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  48,080,127株 20年3月期第2四半期  48,093,094株
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当第２四半期におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融不安や原油価格の高騰による素材価格の値
上り等により、個人消費の減少、企業収益の悪化など、景気の減速感がますます強まるなか推移いたしま
した。 
 建設業界及び合成樹脂加工業界におきましては、需要の低迷と販売競争の激化、原材料価格の値上り等
により引き続き厳しい状況が続いております。 
 当社グループはこのような状況の下、販売価格是正に取り組むとともに営業力の強化と積極的な販売活
動に努めてまいりました結果、当第２四半期の売上高は103億58百万円（前年同期比1.8％増）となりまし
た。 
 損益面につきましては、当連結期においても徹底したコストダウン及び諸経費の削減などの諸施策を実
施してまいりました結果、営業利益は１億96百万円（前年同期営業損失１億17百万円）、経常利益は１億
71百万円（前年同期経常損失１億92百万円）、四半期純利益は１億47百万円（前年同期四半期純損失１億
77百万円）となりました。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末より11億３百万円減少し、201億55百万
円となりました。その主な原因といたしましては、受取手形が10億50百万円減少したことによるもので
す。 
 負債の部では、前連結会計年度末より12億14百万円減少し、122億70百万円となりました。その主な原
因といたしましては、買掛金が８億84百万円減少したことによるものです。 
 純資産の部では、前連結会計年度末より１億11百万円増加し、78億85百万円となりました。その主な原
因といたしましては、利益剰余金が１億47百万円増加したことによるものです。 
  
  

平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はご
ざいません。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

①連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

 連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

  当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行 

 わないで債権と債務を相殺消去しております。 

 連結会社相互間の取引の相殺消去 

  取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる 

 方法により相殺消去しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  重要性の乏しい連結会社の税金費用については、前連結会計年度の税効果会計適用後の法 

 人税等の負担率を算定し、税引前四半期純利益に当該負担率を乗じて計算しています。 
 （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。 

  

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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を
改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書き
により、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

②リース取引に関する会計基準等の適用  

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年

３月30日 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

委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１

四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理から通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理に変更

し、リース資産として計上することにしております。 

 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定す

る方法によっております。 

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

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 ③役員退職慰労引当金 

 当社は、平成20年６月27日開催の定時株主総会において、取締役および監査役の退職慰労金制度

廃止に伴う打切支給案を決議しており、それに伴う当該決議以前から在籍している役員に対する支

給予定額56百万円を固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

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)

（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

（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
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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：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,773 1,445 

受取手形及び売掛金 6,004 6,959 

商品及び製品 2,738 2,516 

仕掛品 64 70 

原材料及び貯蔵品 562 539 

その他 465 484 

貸倒引当金 △14 △16 

流動資産合計 11,595 11,999 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 9,574 9,611 

機械装置及び運搬具 10,070 11,009 

工具、器具及び備品 3,509 3,490 

土地 2,434 2,645 

建設仮勘定 112 463 

減価償却累計額 △18,591 △19,501 

有形固定資産合計 7,110 7,719 

無形固定資産 

その他 126 141 

無形固定資産合計 126 141 

投資その他の資産 

投資有価証券 422 427 

その他 958 1,017 

貸倒引当金 △56 △45 

投資その他の資産合計 1,323 1,399 

固定資産合計 8,560 9,260 

資産合計 20,155 21,259 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 4,169 4,962 

短期借入金 2,564 2,314 

未払金 810 1,273 

未払法人税等 61 50 

賞与引当金 198 200 

その他 576 556 

流動負債合計 8,380 9,358 

固定負債 

長期借入金 1,256 1,436 

長期預り保証金 2,001 2,170 

引当金 129 196 

その他 502 323 

固定負債合計 3,890 4,126 

負債合計 12,270 13,485 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,007 5,007 

資本剰余金 4,120 4,120 

利益剰余金 △1,163 △1,311 

自己株式 △27 △25 

株主資本合計 7,937 7,792 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △2 1 

為替換算調整勘定 △72 △37 

評価・換算差額等合計 △75 △35 

少数株主持分 22 18 

純資産合計 7,885 7,774 

負債純資産合計 20,155 21,259 
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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） 

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) 

売上高 10,358 

売上原価 7,283 

売上総利益 3,075 

販売費及び一般管理費 

給料及び賞与 714 

その他 2,164 

販売費及び一般管理費 2,878 

営業利益 196 

営業外収益 

為替差益 34 

その他 52 

営業外収益合計 86 

営業外費用 

支払利息 60 

退職給付費用 29 

その他 20 

営業外費用合計 111 

経常利益 171 

特別利益 

固定資産売却益 177 

特別利益合計 177 

特別損失 

固定資産売却損 43 

固定資産除却損 9 

貸倒引当金繰入額 10 

特別損失 63 

税金等調整前四半期純利益 285 

法人税、住民税及び事業税 96 

法人税等調整額 35 

法人税等合計 131 

少数株主利益 6 

四半期純利益 147 
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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。 

 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す

る内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正

後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。 

  

 当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 
   該当事項はありません。 

  

 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） 
   該当事項はありません。 

  

    

（3） 継続企業の前提に関する注記

（4） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

ロンシール工業株式会社(4224)平成21年３月期第２四半期決算短信

-7-



（要約）前中間連結損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

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）

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 10,179

Ⅱ 売上原価 7,208

   売上総利益 2,970

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,088

   営業損失 117

Ⅳ 営業外収益 46

Ⅴ 営業外費用 121

   経常損失 192

Ⅵ 特別利益 13

Ⅶ 特別損失 49

    税金等調整前中間純損失 228

    税金費用 △ 56

    少数株主利益 6

    中間純損失 177
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