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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 1,694 ― 38 ― 40 ― 22 ―

20年3月期第2四半期 1,852 6.9 53 132.0 52 119.4 28 69.6

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 1.76 ―

20年3月期第2四半期 2.23 ―

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 2,115 1,176 55.6 90.56
20年3月期 2,283 1,153 50.5 88.80

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,176百万円 20年3月期  1,153百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― 0.00

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 3,350 △8.7 95 △5.3 90 △7.9 48 71.0 3.69

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  無  

(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」をご覧下さい。〕  

(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  13,000,000株 20年3月期  13,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  9,745株 20年3月期  8,472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  12,991,011株 20年3月期第2四半期  12,992,857株

※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通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。業績予想に前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、３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」をご覧下さい。 
２．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。  
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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２四半期累計期間のわが国経済は、エネルギー・原材料価格の高騰、海外経済や国際金融市場の不安増長を受

け、自動車をも含んで輸出は減速し、公共投資は低調に推移し、個人消費も低迷している状況です。この背景の原油

価格は高止まりの様相ながら、エネルギー・原材料価格は引き続き高騰し、特に化学品の原材料コストの高騰は、当

社には厳しい経営環境となりました。  

 このような情勢のもとに、当社は「環境と健康」を事業の中心テーマとして、各種ビジネスチャンスに対して積

極的に挑戦し、全分野での効率化と合理化に精力的に取り組んでまいりました。  

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、化成品事業の一部取引見直しにより1,694百万円（前年同期比

8.6%減）、売上総利益は240百万円（前年同期比0.3%減）を確保したものの、内部統制費用等の増加もあり営業利益

は38百万円（前年同期比27.8%減）、経常利益は40百万円（前年同期比21.8%減）、当第２四半期累計期間の純利益は

22百万円（前年同期比20.9%減）となりました。  

 主要な部門別営業概況は次のとおりです。  

（化成部門） 

 わが国の成形用ナイロン樹脂の生産量（４月～９月）は前年同期比約４％増加となっている中で、原材料コストの

高騰に伴い売値の見直しをせざるを得ない状況が続いています。この厳しい環境の下、当社のナイロンを中心とする

樹脂事業は自動車業界・電機業界の新規用途開発、新規ユーザーの開拓により順調に、また、ユニチカグループから

の樹脂受託加工事業も堅調に推移しました。さらに設備・技術関係の改善により品質、生産性の向上を図り、収益面

でも順調に推移いたしました。 

 その結果、売上高は収益性重視の一部見直しにより1,392百万円（前年同期比8.2%減）でしたが、営業利益は見直

しによる改善効果もあり46百万円（前年同期比0.2%減）となりました。 

（製品部門） 

 国内タオル産業は、量販店やギフト業界での需要減退傾向が続く厳しい環境下にあります。こうした中、当社は長

年蓄積した高い技術を活かして、お茶染め商品をはじめとする「自然・環境・安全」に即応した高品質、高機能商品

を投入してまいりましたが、業界全体の減退傾向から脱しきれず、売上高は296百万円（前年同期比10.0%減）、営業

損失は０百万円（前年同期は３百万円の黒字）となりました。 

 なお、前年同期比増減率等につきましては、参考として記載しております。 

２．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  

 当第２四半期末における総資産は、前会計年度末に比べ現金及び預金８百万円、売上債権109百万円、有形固定資

産23百万円とそれぞれ減少したこと等により、前会計年度末比168百万円（同7.4%）減少し、2,115百万円となりまし

た。 

 負債につきましては、前会計年度末に比べ仕入債務84百万円、借入金42百万円、未払法人税等28百万円、退職給付

引当金26百万円とそれぞれ減少したこと等により、前会計年度末比190百万円（同16.9%）減少し、938百万円となり

ました。 

 純資産につきましては、前会計年度末に比べ当期純利益の計上による利益剰余金が22百万円増加したこと等によ

り、前会計年度末比22百万円（同2.0%）増加し、1,176百万円となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前会計年度末に比べ８百万円減

少し、289百万円となりました。 

 また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、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、52百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益40百万円、減価償却費46

百万円の計上による増加と、法人税等の支払27百万円による減少等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）  

 投資活動の結果使用した資金は、18百万円となりました。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）  

 財務活動の結果使用した資金は、43百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出によるものであ

ります。  
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３．業績予想に関する定性的情報 

 今後につきましては、影響が最も大きい原材料価格高騰を総合コストダウン等で極小化すべく、営業・生産・開

発・管理の総力を結集し、安定成長に努めてまいります。これに加えて化成部門では、当社独自のリサイクル事業、

樹脂受託加工事業のさらなる拡大、製品部門では、カテキン製品等の機能商品を中心に新規客先の開拓を加速し、収

益基盤の確立を図ってまいります。  

 よって、通期の業績予想は、平成20年５月９日発表の予想を修正しておりません。 

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 

 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 

 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。 
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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 289,964 298,825

受取手形及び売掛金 782,527 891,960

商品及び製品 225,231 237,968

原材料及び貯蔵品 88,903 84,454

その他 39,670 46,980

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 1,425,798 1,559,689

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 227,807 233,475

機械及び装置（純額） 289,931 306,500

土地 75,322 75,322

その他（純額） 19,897 20,769

有形固定資産合計 612,959 636,069

無形固定資産 3,350 4,066

投資その他の資産 73,290 83,738

固定資産合計 689,599 723,873

資産合計 2,115,398 2,283,562

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 492,238 576,475

短期借入金 145,872 155,872

未払法人税等 1,867 30,000

賞与引当金 21,935 21,501

その他 60,812 69,974

流動負債合計 722,724 853,823

固定負債   

長期借入金 67,976 100,912

退職給付引当金 148,265 175,166

固定負債合計 216,241 276,078

負債合計 938,966 1,129,901
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 575,000 575,000

資本剰余金 125,263 125,263

利益剰余金 477,353 454,480

自己株式 △1,183 △1,082

株主資本合計 1,176,432 1,153,660

純資産合計 1,176,432 1,153,660

負債純資産合計 2,115,398 2,283,562
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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 1,694,355

売上原価 1,453,933

売上総利益 240,421

販売費及び一般管理費 201,502

営業利益 38,919

営業外収益  

受取利息 1,455

債務勘定整理益 2,957

雑収入 975

営業外収益合計 5,388

営業外費用  

支払利息 2,449

雑損失 1,201

営業外費用合計 3,651

経常利益 40,656

税引前四半期純利益 40,656

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等調整額 17,308

法人税等合計 17,783

四半期純利益 22,872
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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 40,656

減価償却費 46,333

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,901

賞与引当金の増減額（△は減少） 434

受取利息及び受取配当金 △1,549

支払利息 2,449

売上債権の増減額（△は増加） 109,432

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,288

仕入債務の増減額（△は減少） △84,236

その他 △14,064

小計 80,841

利息及び配当金の受取額 1,842

利息の支払額 △2,371

法人税等の支払額 △27,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,918

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 △18,191

無形固定資産の取得による支出 △360

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 570

その他 240

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,741

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 △42,936

自己株式の取得による支出 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,037

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,860

現金及び現金同等物の期首残高 298,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 289,964
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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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「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   1,852,930 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,611,722 87.0 

売上総利益   241,208 13.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   187,334 10.1 

営業利益   53,873 2.9 

Ⅳ 営業外収益       

受取利息 1,163     

雑収入 1,413 2,576 0.1 

Ⅴ 営業外費用       

支払利息  3,295     

雑損失  1,153 4,449 0.2 

経常利益   52,001 2.8 

Ⅵ 特別利益   － － 

Ⅶ 特別損失   706 0.0 

税引前中間純利益   51,294 2.8 

法人税、住民税及び事業税 22,526     

法人税等調整額 △165 22,361 1.2 

中間純利益   28,933 1.6 
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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   

１．税引前中間純利益 51,294 

２．減価償却費  53,582 

３．諸引当金の増加（減少△）額  1,014 

４．受取利息及び受取配当金  △1,257 

５．支払利息  3,115 

６．固定資産除却売却損  － 

７．売上債権の減少（増加△）額  74,552 

８．たな卸資産の減少（増加△）額 5,431 

９．仕入債務の増加（減少△）額  △79,059 

10．その他  6,885 

小計 115,558 

11．利息及び配当金の受取額  1,133 

12．利息の支払額  △3,141 

13．法人税等に支払額  △19,294 

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,257 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１．有形固定資産の取得による支出 △81,449 

２．無形固定資産の取得による支出 △696 

３．貸付による支出  － 

４．貸付金の回収による収入 550 

５．その他  296 

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,299 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１．短期借入金の純増減額  － 

２．長期借入れによる収入  － 

３．長期借入金の返済による支出  △56,256 

４．その他  △79 

財務活動によるキャッシュ・フロー △56,335 

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加額 △43,377 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 363,909 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 320,531 
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