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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 3,196 ― △23 ― 4 ― △1 ―

20年3月期第2四半期 2,904 3.0 9 ― 48 ― 32 ―

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 △0.22 ―

20年3月期第2四半期 4.20 ―

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 8,111 6,217 76.6 807.22
20年3月期 8,064 6,247 77.5 809.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,217百万円 20年3月期  6,247百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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 6,130 8.5 2 ― 52 △3.7 37 △60.6 4.87

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  7,734,270株 20年3月期  7,734,270株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  32,005株 20年3月期  17,810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  7,714,941株 20年3月期第2四半期  7,722,446株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
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。業績予想の前提となる仮定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、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。 
２．当会計年度より「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２四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の

混乱、原油等資源価格の高騰に加え、米国の経済はもとより、中国をはじめとする新興国の経済成長も減

速が顕著となりました。また米国発の金融不安に伴う株安・円高も景気の下押しの要因となり景気の不透

明感はさらに広がりました。 

当プラスチック家庭用品業界におきましては、エネルギー・原材料高の影響を受け製造、輸送コストが

増加し、さらに個人消費の低迷により企業収益は一段と厳しさを増しております。 

このような状況のなか、当社におきましては、新製品の開発として、従来の容量よりサイズを大きくし、

業務用にも最適な「ニューセレクトペールＣ120（清掃用品）」や、様々な用途に使える「トンボ便利タブ

（産業用品）」として３サイズ、即席つけもの器で需要に併せて大容量サイズとして「ピクレ－Ｋ60 型（漬

物用品）」とおもし付きの便利なつけもの器「おもしちゃん６型（漬物用品）」を追加しました。保存・卓

上用品では、たっぷり収納をコンセプトとし「ジャンボシールＬＬとジャンボシール深型ＬＬ」のアイテ

ムを追加し、品揃えを充実させました。 

製造面では、原材料の値上げにより製造コストが上昇し厳しい状況でありましたが、作業効率のアップ

と、販売傾向に対応した生産計画をより綿密にし、得意先に対して供給を切らすことの無い体制に努めま

した。 

販売面では、量販店に対して積極的に新規企画提案を行ない、セパペダルシリーズ、分別容器、即席つ

けもの器、つけものシールなど、定番商品納入の獲得に努めました。また食に対する安全性や、容器の衛

生面に対する関心の高まりなどにより、抗菌まな板やシートまな板を中心に売上に大きく貢献しました。

また原材料の値上げにより工場原価がアップしたことに伴い、９月から価格改定を行い売上の向上に努め

ました。 

この結果、当第２四半期累計期間の売上高は、漬物容器・石が順調に推移、また夏場の食中毒対策で抗

菌まな板が売上を伸ばした結果、3,196 百万円となりました。利益面につきましては、原材料価格の上昇に

伴い、製造コストが増加し売上原価率が 2.5％上昇した結果、営業損益は 23 百万円の損失、経常損益は 4

百万円の利益、四半期純損益は１百万円の損失となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期会計期間末の総資産は 8,111 百万円となり、前事業年度末に比べ 47 百万円（前事業年度

末比 0.6％増）の増加となりました。これは主に、流動資産は債券の満期償還等により現金及び預金 117

百万円と売上高の増加による売上債権 336 百万円が増加し、売上数量の増加により棚卸資産が 110 百万

円減少したことによるものであります。固定資産は債券の満期償還等により投資有価証券が 299 百万円

減少しております。負債合計は 1,894 百万円となり、前事業年度末に比べ 77 百万円（前事業年度末比

4.3％増）の増加となりました。これは主に、設備支払手形の決済による減少 90 百万円はありましたが、

仕入債務 114 百万円と未払金 25 百万円の増加があったことによるものであります。純資産は 6,217 百万

円となり、前事業年度末に比べ 30 百万円（前事業年度末比 0.5％減）の減少となりました。これは主に、

剰余金の配当による利益剰余金の減少 24 百万円と自己株式の増加５百万円によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比

べ 117 百万円増加し、当第２四半期会計期間末には 2,525 百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・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 146 百万円となりました。これは主に、売上債権の増加 336 百万円が

あったものの、減価償却費 240 百万円、棚卸資産の減少 110 百万円、仕入債務の増加 114 百万円による

ものであります。 
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（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０百万円となりました。これは主に、有価証券の売却及び償還による

収入 300 百万円ありましたが、有形固定資産及びソフトウェアの取得による支出 300 百万円によるもの

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 28 百万円となりました。これは主に、配当金の支払 23 百万円と自己

株式の取得による支出５百万円によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

21 年３月期の業績予想につきましては、現時点では、平成 20 年 10 月 31 日公表の業績予想に変更はご

ざいません。 

 

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 

① 簡便な会計処理 

1. 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

2. 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

3. 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

4. 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 

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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前会計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ので、前会計年度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っております。 

  ② 四半期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。 

(2) 四半期財務諸表に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当会計年度より「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。 

② 棚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棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18

年７月５日）が適用されたことに伴い、移動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、売上総利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ 6,686 千円減少し、営業

損失は同額増加しております。 

(3) その他 

当社株式に対する公開買付けに関しましては、適時開示されているプレスリリースをご参照ください。

 



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 2,525,756 2,408,326

受取手形及び売掛金 1,497,803 1,160,825

商品 49,399 42,742

製品 629,523 797,556

原材料 167,590 138,172

仕掛品 79,468 62,233

その他 83,598 78,623

貸倒引当金 △22,602 △17,590

流動資産合計 5,010,538 4,670,890

固定資産   

有形固定資産 1,949,160 1,957,814

無形固定資産 245,996 230,018

投資その他の資産   

投資有価証券 863,557 1,163,264

その他 210,418 209,605

貸倒引当金 △168,039 △167,062

投資その他の資産合計 905,935 1,205,807

固定資産合計 3,101,093 3,393,640

資産合計 8,111,631 8,064,530

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,207,766 1,093,246

未払法人税等 7,818 8,720

引当金 63,430 66,410

その他 393,322 420,234

流動負債合計 1,672,337 1,588,612

固定負債   

引当金 27,716 25,466

その他 194,179 202,689

固定負債合計 221,895 228,155

負債合計 1,894,233 1,816,768



（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 1,125,000 1,125,000

資本剰余金 1,165,091 1,165,091

利益剰余金 3,939,581 3,964,403

自己株式 △11,136 △5,806

株主資本合計 6,218,536 6,248,688

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,138 △926

評価・換算差額等合計 △1,138 △926

純資産合計 6,217,397 6,247,762

負債純資産合計 8,111,631 8,064,530



（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 3,196,612

売上原価 2,422,847

売上総利益 773,764

販売費及び一般管理費 797,221

営業損失（△） △23,457

営業外収益  

受取利息 22,017

受取配当金 234

仕入割引 976

雑収入 5,619

営業外収益合計 28,848

営業外費用  

支払利息 281

たな卸資産廃棄損 288

営業外費用合計 569

経常利益 4,821

特別損失  

固定資産除却損 3,569

特別損失合計 3,569

税引前四半期純利益 1,252

法人税、住民税及び事業税 4,820

法人税等調整額 △1,894

法人税等合計 2,925

四半期純損失（△） △1,672



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,652,878

売上原価 1,280,446

売上総利益 372,432

販売費及び一般管理費 411,357

営業損失（△） △38,924

営業外収益  

受取利息 11,748

受取配当金 77

仕入割引 976

雑収入 2,790

営業外収益合計 15,592

営業外費用  

支払利息 141

たな卸資産廃棄損 288

営業外費用合計 430

経常損失（△） △23,762

特別損失  

固定資産除却損 1,886

特別損失合計 1,886

税引前四半期純損失（△） △25,649

法人税、住民税及び事業税 2,410

法人税等調整額 △947

法人税等合計 1,462

四半期純損失（△） △27,111



（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 1,252

減価償却費 240,105

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,989

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,980

受取利息及び受取配当金 △22,252

支払利息 281

売上債権の増減額（△は増加） △336,978

たな卸資産の増減額（△は増加） 110,424

仕入債務の増減額（△は減少） 114,520

その他 23,822

小計 134,184

利息及び配当金の受取額 23,166

利息の支払額 △653

法人税等の支払額 △9,921

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,776

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △281,709

貸付けによる支出 △1,000

貸付金の回収による収入 770

無形固定資産の取得による支出 △19,035

投資活動によるキャッシュ・フロー △974

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △5,329

配当金の支払額 △23,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,370

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（△は減少） 117,430

現金及び現金同等物の期首残高 2,408,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,525,756
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 当会計年度より「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。 

 

(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」 

前年同四半期にかかる財務諸表 

(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 2,904,107 100.0

Ⅱ 売上原価 2,128,099 73.3

売上総利益 776,007 26.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 766,319 26.4

営業利益 9,687 0.3

Ⅳ 営業外収益 40,593 1.4

Ⅴ 営業外費用 2,155 0.1

経常利益 48,125 1.6

Ⅵ 特別利益 15,906 0.6

Ⅶ 特別損失 28,125 1.0

税引前中間純利益 35,906 1.2

法人税、住民税及び事業税 5,326

法人税等調整額 △1,886 3,440 0.1

中間純利益 32,466 1.1
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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  

税金等調整前中間純利益 35,906 

減価償却費 180,943 

貸倒引当金の増減額（△減少額） △58,701 

賞与引当金の増減額（△減少額） △450 

役員退職慰労引当金の増減額（△減少額） 2,250 

長期未払金の増減額（△減少額） △21,497 

受取利息及び受取配当金 △24,764 

支払利息 325 

固定資産除却損 11,740 

売上債権の増減額（△増加額） △21,484 

棚卸資産の増減額（△増加額） 21,837 

仕入債務の増減額（△減少額） 101,628 

その他 26,606 

小計 254,342 

利息及び配当金の受取額 24,731 

利息の支払額 △798 

法人税等の支払額 △10,462 

営業活動によるキャッシュ･フロー 267,813 

Ⅱ 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 △153,078 

有形固定資産の売却による収入 136,071 

投資有価証券の取得による支出 △99,900 

貸付けによる支出 △3,500 

貸付金の回収による収入 1,255 

投資活動によるキャッシュ･フロー △119,152 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー  

自己株式の取得による支出 △152 

配当金の支払額 △23,034 

財務活動によるキャッシュ･フロー △23,187 

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（△減少額） 125,473 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,773,628 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,899,101 
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