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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 36,709 ― 1,118 ― 1,674 ― 1,380 ―

20年3月期第2四半期 35,858 △4.2 1,028 △27.9 1,302 △23.8 759 △50.0

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 12.24 ―

20年3月期第2四半期 6.54 ―

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 74,072 39,762 53.7 354.58
20年3月期 76,422 40,432 52.9 356.63

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  39,762百万円 20年3月期  40,432百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― 3.75 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.75 7.50

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  有  
 

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 76,000 0.7 2,400 △0.6 2,900 22.5 2,000 54.3 17.73

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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、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上記予想数値
と異なる可能性があります。  

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  116,996,839株 20年3月期  119,996,839株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,857,832株 20年3月期  6,621,798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  112,821,649株 20年3月期第2四半期  116,113,294株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発したサブプライムローン問題が金融

市場の混乱を招き実体経済にも影響を与える状況となり、景気が急激に減速してまいりました。それに

伴う円高の更新が輸出産業を直撃し、産業界全般に影響が及びつつあります。また、世界的な景気と需

要の減退から原油価格が当累計期間後半に下げ基調に転じてまいりましたが、原材料価格の値下げまで

には至っておりません。 

 このような状況の中、当社グループは前期に引き続き販売価格の見直しで収益改善を図ってまいりま

したが、充分な結果を得るまでに至っておりません。しかしながら、期当初の自動車内装材の好調、手

袋及び粘着製品等の期間を通しての堅調な販売で売上高は前年同期を上回ることが出来ました。営業利

益では原材料価格の高騰がコストアップになり大変厳しい状況でありましたが、前期に実施した固定資

産の減損による当期償却費の減少と営業経費の削減や不採算部門の縮小等の政策が功を奏し微増となり

ました。経常利益では受取配当金の増加と為替差益の計上で前年同期比増、四半期純利益では棚卸資産

の減損を計上したものの、４月に江戸川区平井所在の土地の売却による特別利益の計上があった事によ

り増益となりました。 

 結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は367億９百万円、営業利益は11億18百万円、経常利益は16

億74百万円、四半期純利益は13億80百万円となりました。 

  

① 資産 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は740億72百万円で、前連結会計年度末と比べ23億49

百万円減少しております。 

流動資産は、434億81百万円で前連結会計年度末と比べ16百万円の増加となりました。これは主と

して、現金及び預金５億56百万円、たな卸資産全体で４億４百万円、その他の流動資産６億79百万円

が増加し、受取手形及び売掛金が16億29百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、305億90百万円で前連結会計年度末と比べ23億66百万円の減少となりました。これは

主として、有形固定資産14億44百万円、投資有価証券10億49百万円が減少したことによるものです。

② 負債 

当第２四半期連結会計期間末における総負債は343億９百万円で、前連結会計年度末と比べ16億79

百万円減少しております。 

流動負債は、253億64百万円で前連結会計年度末と比べ10億14百万円の減少となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金が９億60百万円増加し、短期借入金が15億14百万円減少したことによ

るものです。 

固定負債は、89億44百万円で前連結会計年度末と比べ６億65百万円の減少となりました。これは主

として、その他固定負債が５億11百万円減少したことによるものです。 

③ 純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は397億62百万円で、前連結会計年度末と比べ６億69

百万円減少しております。 

これは主として、利益剰余金が９億55百万円増加し、自己株式の消却等により資本剰余金11億37百

万円、その他有価証券評価差額金９億56百万円が減少したことによるものです。 

  

当第３四半期以降、金融市場の危機が実体経済に影響を与えることが明らかになってまいりました。

また原油価格の下落も原材料価格の値下げに１００％連動していない実態から今後の予測が不透明な局

面になっております。 

 このような状況の中、コストに見合った販売価格の提案と積極的な営業活動および経費の削減に努め

収益確保に注力いたしますが、自動車、建設業界等の当社グループを取り巻く環境が大変厳しいことか

ら、平成20年５月15日に公表いたしました通期業績予想を１ページ【３．平成21年３月期の連結業績予

・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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想】のとおり修正いたしました。（本日別途開示いたしました「業績予想の修正等に関するお知ら

せ」をご参照ください） 

  
  

該当事項はありません。 

  

（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２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結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、前連結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固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産について、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 

  

（会計処理の変更） 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を第１四半期連結会計期間より適用しております。従来は主として総平均法による低価法を採用

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より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）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ187百

万円減少し、税金等調整前四半期純利益は525百万円減少しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、一部資産の耐用年数について、平成20年度法人税法の改正を契機として

見直しを行い、第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用しております。

 なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

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 8,989 8,432 

受取手形及び売掛金 21,394 23,024 

商品及び製品 7,930 7,778 

原材料及び貯蔵品 1,435 1,252 

仕掛品 1,230 1,160 

その他 2,720 2,041 

貸倒引当金 △218 △224 

流動資産合計 43,481 43,465 

固定資産 

有形固定資産 14,801 16,246 

無形固定資産 755 556 

投資その他の資産 

投資有価証券 14,274 15,324 

その他 884 973 

貸倒引当金 △125 △144 

投資その他の資産合計 15,033 16,153 

固定資産合計 30,590 32,956 

資産合計 74,072 76,422 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 19,244 18,283 

短期借入金 1,433 2,947 

未払法人税等 676 496 

賞与引当金 782 755 

その他 3,228 3,895 

流動負債合計 25,364 26,379 

固定負債 

社債 1,500 1,500 

長期借入金 1,020 1,039

退職給付引当金 2,822 2,867 

役員退職慰労引当金 － 16 

負ののれん 229 302 

その他 3,372 3,883 

固定負債合計 8,944 9,609 

負債合計 34,309 35,989 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 13,047 13,047 

資本剰余金 2,235 3,373 

利益剰余金 22,093 21,137 

自己株式 △1,879 △2,532 

株主資本合計 35,496 35,026 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,399 5,355 

繰延ヘッジ損益 △6 △25 

為替換算調整勘定 △126 76 

評価・換算差額等合計 4,266 5,406 

純資産合計 39,762 40,432 

負債純資産合計 74,072 76,422 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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 36,709 

売上原価 29,277 

売上総利益 7,432 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 1,470 

その他の販売費 1,327 

給料及び賞与 1,452 

賞与引当金繰入額 271 

退職給付引当金繰入額 50 

その他の一般管理費 1,742 

販売費及び一般管理費 6,314 

営業利益 1,118 

営業外収益 

受取利息 8 

受取配当金 233 

不動産賃貸料 153 

為替差益 192 

負ののれん償却額 72 

その他 66 

営業外収益合計 727 

営業外費用 

支払利息 47 

不動産賃貸費用 85 

その他 38 

営業外費用合計 171 

経常利益 1,674 

特別利益 

固定資産売却益 942 

投資有価証券売却益 107 

貸倒引当金戻入額 12 

特別利益合計 1,062 

特別損失 

固定資産売却損 3 

固定資産除却損 49 

投資有価証券評価損 59 

たな卸資産評価損 337 

その他 23 

特別損失合計 473 

税金等調整前四半期純利益 2,263 

法人税、住民税及び事業税 676 

法人税等調整額 205 

法人税等合計 882 

四半期純利益 1,380 
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（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) 

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 2,263 

減価償却費 1,184 

負ののれん償却額 △72 

賞与引当金の増減額（△は減少） 27 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △45 

その他の引当金の増減額（△は減少） △16 

受取利息及び受取配当金 △242 

支払利息 47 

為替差損益（△は益） △4 

持分法による投資損益（△は益） △14 

投資有価証券売却損益（△は益） △107 

投資有価証券評価損益（△は益） 59 

固定資産売却損益（△は益） △939 

固定資産除却損 49 

売上債権の増減額（△は増加） 1,540 

たな卸資産の増減額（△は増加） △443 

その他の資産の増減額（△は増加） △334 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,122 

その他の負債の増減額（△は減少） △762 

その他 12 

小計 3,299 

利息及び配当金の受取額 241 

利息の支払額 △47 

法人税等の支払額 △470 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,023 

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 △105 

定期預金の払戻による収入 105 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △838 

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,619 

投資有価証券の取得による支出 △684 

投資有価証券の売却による収入 134 

その他 △178 

投資活動によるキャッシュ・フロー 52 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 1,250 

短期借入金の返済による支出 △2,750 

長期借入金の返済による支出 △0 

自己株式の取得による支出 △485 

配当金の支払額 △424 

その他 △35 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,445 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 556 

現金及び現金同等物の期首残高 8,327 

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,884 
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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。 

  

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） 

 
※当第２四半期累計期間に主に市場から497百万円を取得いたしました。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

   （百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 13,047 3,373 21,137 △2,532 35,026

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額

 剰余金の配当 △425 △425

 四半期純利益 1,380 1,380

 自己株式の取得 ※ △497 △497

 自己株式の処分 0 12 12

 自己株式の消却 △1,138 1,138 ―

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額合計

― △1,137 955 652 470

当第２四半期連結会計期間末残高 13,047 2,235 22,093 △1,879 35,496
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１．前四半期にかかる財務諸表 

 
  

「参考」

  （要約）前中間連結損益計算書

科  目

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（百万円）

 Ⅰ 売上高 35,858

 Ⅱ 売上原価 28,219

売上総利益 7,638

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,610

営業利益 1,028

 Ⅳ 営業外収益 514

 Ⅴ 営業外費用 240

経常利益 1,302

 Ⅵ 特別利益 179

 Ⅶ 特別損失 23

    税金等調整前中間純利益 1,458

    法人税、住民税及び事業税 593

    法人税等調整額 105

    中間純利益 759
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  （要約）前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結累計期間

（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  営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前中間純利益 1,458

2 減価償却費 1,232

3 負ののれん償却額 △ 72

4 持分法による投資利益 △ 10

5 賞与引当金の減少額 △ 14

6 貸倒引当金の増加額 0

7 退職給付引当金の減少額 △ 45

8 役員退職慰労引当金の減少額 △ 542

9 受取利息及び受取配当金 △ 202

10 支払利息 47

11 為替差損 4

12 投資有価証券売却益 △ 167

13 有形固定資産売却益 △ 12

14 有形固定資産売却損 2

15 有形固定資産除却損 9

16 売上債権の減少額 1,523

17 たな卸資産の増加額 △ 295

18 その他資産の増加額 △ 44

19 仕入債務の増加額 118

20 その他負債の増加額 57

21 その他 △ 6

 小計 3,040

22 利息及び配当金の受取額 203

23 利息の支払額 △ 47

24 法人税等の支払額 △ 322

25 法人税等の還付額 372

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,246

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の預入による減少額 △ 105

2 定期預金の払戻しによる増加額 105

3 有形・無形固定資産取得による支出 △ 1,587

4 有形・無形固定資産売却による収入 125

5 投資有価証券の取得による支出 △ 462

6 投資有価証券の売却による収入 198

7 その他投資にかかる収支 △ 16

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,742

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入による収入 3,870

2 短期借入金の返済による支出 △ 930

3 長期借入による収入 1,000

4 長期借入金の返済による支出 △ 5,007

5 社債の発行による収入 1,476

6 配当金の支払額 △ 435

7 自己株式の取得による支出 △ 483

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 511

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 46

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加額 1,039

Ⅵ  現金及び現金同等物期首残高 7,249

Ⅶ  現金及び現金同等物中間期末残高 8,288
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