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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 99,126 ― 8,358 ― 8,121 ― 4,345 ―

20年3月期第3四半期 104,343 6.3 11,079 8.2 11,554 7.5 6,693 △9.4

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3四半期 82.65 81.49
20年3月期第3四半期 130.12 125.67

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3四半期 120,243 80,292 64.6 1,458.23
20年3月期 118,540 81,078 66.8 1,531.01

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  77,730百万円 20年3月期  79,194百万円

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  有  
 

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 ― 28.00 ― 34.00 62.00
21年3月期 ― 30.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 24.00 54.00

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  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 122,500 △13.5 7,000 △52.2 6,800 △55.0 3,000 △69.8 56.88

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、４～５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、４～５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 
１．平成20年10月29日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．本資料に掲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
等は様々の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あたっての注意事項等については、４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」をご覧ください。 
３．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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  53,754,477株 20年3月期  53,754,477株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  450,257株 20年3月期  2,027,435株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  52,571,005株 20年3月期第3四半期  51,440,865株



（参考）平成21年３月期の個別業績予想（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）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有  

  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成20年10月29日に公表いたしました個別業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 

２．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、及び上記１に係る業績予想の具体的修

正内容は、４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」をご覧ください。 

３．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。 

  

  売上高 営業利益 営業利益率 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 58,500  △15.5 1,800 △72.7 3.1 3,200 △67.5 1,200  △81.3  22.75



 当第３四半期の経済状況は、サブプライムローン問題を発端とした大手金融機関の経営破綻等、世界的な金融不

安による世界経済の減速を背景として、企業業績の悪化による設備投資の減少、雇用環境の悪化ならびに個人消費の

落ち込み等により、景気の後退感が強くなってまいりました。 

 当社グループの主要顧客であります日系自動車メーカーも販売低迷の影響を受け、相次いで生産台数の削減を図る

など、経営環境は厳しい状況にあります。 

 このような環境に加え、対米ドルの換算為替レートが急激な円高に推移したこともあり、当第３四半期累計期間の

連結売上高は、前年同期比5.0％減の991億２千６百万円となりました。 

 利益面では、販売費及び一般管理費の削減を中心としたコスト削減を行ってまいりましたが、上記為替の影響に加

え、材料費の値上げ等もあり、連結営業利益は前年同期比24.6％減の83億５千８百万円、経常利益は前年同期比

29.7％減の81億２千１百万円となり、連結四半期純利益は前年同期比35.1％減の43億４千５百万円となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

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 

(１)資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ17億３百万円増加し、1,202億４千３百万円となりま

した。これは売上の減少に伴い受取手形及び売掛金が42億４千９百万円減少したものの、新工場の建設に伴う

建設仮勘定が19億７千２百万円増加したのに加えて、現金及び預金が23億６千６百万円、投資有価証券が20億

６千９百万円増加したためであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ24億８千９百万円増加し、399億５千１百万円となりました。これは

普通社債を150億円発行したものの、支払手形及び買掛金の減少50億４千１百万円、転換社債の償還による減

少26億７千１百万円、短期借入金の返済等による減少23億１千４百万円、未払法人税等の減少17億１千４百万

円があったためであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億８千５百万円減少し、802億９千２百万円となりました。これ

は自己株式の減少37億４千１百万円があったものの、急激な円高による為替換算調整勘定の減少48億５千８百

万円があったためであります。 

 これにより自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.2ポイント減少し、64.6％となりました。 

 

(２)キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、67億６千４百万円となり

ました。これは税金等調整前当期純利益57億７千５百万円、減価償却費60億８千５百万円、売掛債権の減少31

億９千１百万円等の資金増があり、一方、法人税等の支払額42億６百万円、仕入債務の減少49億４千１百万円

等の資金減があったこと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） 

 当第３四半期累計期間における投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、119億３千４百万円となりま

した。これは余資の運用等による投資有価証券の取得が42億６百万円、国内外の生産拠点への設備投資に伴う

有形固定資産の取得が82億７千８百万円あったこと等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） 

 当第３四半期累計期間における財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、102億３千３百万円とな

りました。これは主に普通社債150億円の発行による収入があったことによるものであります。 

 
 以上の結果、現金及び現金同等物の第３四半期末は、前期末に比べ34億３千７百万円増加し271億８千８百

万円となりました。 



 平成21年３月期の業績予想につきましては、米国に端を発した金融危機が世界的な実体経済へ深刻な影響を及ぼ

しており、想定以上に受注が減少したこと、さらには急激な為替変動による円高が進んだこと等により、平成20年10

月29日に発表しました通期の業績予想を下回る見込みとなったため、下記の通りと致しました。 

（連結 通期） 

  

（個別 通期） 

  

 該当事項はありません。   

  

   

①簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し当第２四半期連結会計

期間末の実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げについては、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

もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計上基準等 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  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 

前回発表予想（Ａ） 133,000 11,800 12,300 7,200 136 52 

今回修正予想（Ｂ） 122,500 7,000 6,800 3,000 56 88 

増減額（Ｂ－Ａ） △10,500 △4,800 △5,500 △4,200 △79 64 

増減率（％） △7.9 △40.7 △44.7 △58.3   ― 

前期実績 141,646 14,649 15,115 9,949 193 23 

  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 

前回発表予想（Ａ） 69,200 5,700 7,800 4,700 89 11 

今回修正予想（Ｂ） 58,500 1,800 3,200 1,200 22 75 

増減額（Ｂ－Ａ） △10,700 △3,900 △4,600 △3,500 △66 36 

増減率（％） △15.5 △68.4 △59.0 △74.5  ― 

前期実績 69,237 6,584 9,843 6,405 124 40 

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 

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、当第３四半期連結会計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）については、「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号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しておりま

す。 

  



②通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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 平成18年７月

５日）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

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ８百万円減少しております。 

  

③第１四半期連結会計期間より、「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」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

④当社は、従来、在外子会社の収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円貨へ換算しておりました

が、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方法へ変更しております。 

 この変更は、在外子会社の事業規模を拡大したこと及び為替相場の急激な変動による期間損益への影響を平

準化し、より適正な期間損益を連結財務諸表に反映させるために行うものであります。 

 この変更により、当第３四半期連結累計期間においては、従来の方法によった場合と比較し、売上高は28億

１千９百万円、営業利益は３億4千２百万円、経常利益は３億８千９百万円、税金等調整前四半期純利益は３

億８千７百万円増加しております。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 29,573 27,207

受取手形及び売掛金 25,227 29,477

有価証券 1,563 1,094

商品及び製品 7,187 7,851

仕掛品 1,731 1,315

原材料及び貯蔵品 2,628 2,840

繰延税金資産 1,690 1,331

その他 2,791 3,182

貸倒引当金 △85 △95

流動資産合計 72,310 74,204

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,092 11,139

機械装置及び運搬具（純額） 5,632 5,464

金型（純額） 3,602 4,325

工具、器具及び備品（純額） 2,032 1,624

土地 11,471 12,112

建設仮勘定 4,076 2,104

その他（純額） 90 92

有形固定資産合計 37,999 36,862

無形固定資産   

のれん 820 999

その他 1,064 1,380

無形固定資産合計 1,885 2,380

投資その他の資産   

投資有価証券 5,762 3,693

繰延税金資産 1,026 138

その他 1,317 1,311

貸倒引当金 △58 △50

投資その他の資産合計 8,048 5,092

固定資産合計 47,933 44,335

資産合計 120,243 118,540



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 12,104 17,146

1年内償還予定の転換社債 － 2,671

短期借入金 1,286 3,601

未払金 2,145 2,926

未払法人税等 397 2,112

繰延税金負債 8 40

賞与引当金 467 1,185

その他 5,794 5,020

流動負債合計 22,205 34,704

固定負債   

社債 15,000 －

長期借入金 875 78

繰延税金負債 248 522

退職給付引当金 1,387 997

役員退職慰労引当金 21 25

その他 212 1,134

固定負債合計 17,746 2,757

負債合計 39,951 37,461

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 62,842 62,970

自己株式 △1,060 △4,802

株主資本合計 80,723 77,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △149 71

土地再評価差額金 △85 △85

為替換算調整勘定 △2,758 2,099

評価・換算差額等合計 △2,993 2,085

少数株主持分 2,562 1,883

純資産合計 80,292 81,078

負債純資産合計 120,243 118,540



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 99,126

売上原価 70,078

売上総利益 29,048

販売費及び一般管理費 20,690

営業利益 8,358

営業外収益  

受取利息 406

持分法による投資利益 136

その他 365

営業外収益合計 909

営業外費用  

支払利息 243

社債発行費 80

有価証券評価損 312

為替差損 435

その他 74

営業外費用合計 1,145

経常利益 8,121

特別利益  

投資有価証券売却益 60

ゴルフ会員権売却益 23

その他 16

特別利益合計 101

特別損失  

投資有価証券評価損 404

減損損失 651

役員退職慰労金 1,272

その他 119

特別損失合計 2,447

税金等調整前四半期純利益 5,775

法人税等 1,205

少数株主利益 224

四半期純利益 4,345



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 30,147

売上原価 21,794

売上総利益 8,352

販売費及び一般管理費 6,726

営業利益 1,625

営業外収益  

受取利息 148

持分法による投資利益 39

その他 131

営業外収益合計 319

営業外費用  

支払利息 89

有価証券評価損 312

為替差損 477

その他 9

営業外費用合計 888

経常利益 1,057

特別利益  

その他 9

特別利益合計 9

特別損失  

投資有価証券評価損 81

減損損失 651

その他 37

特別損失合計 770

税金等調整前四半期純利益 296

法人税等 △502

少数株主利益 65

四半期純利益 733



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 5,775

減価償却費 6,085

減損損失 651

社債発行費 80

のれん償却額 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △727

退職給付引当金の増減額（△は減少） 374

受取利息及び受取配当金 △455

支払利息 243

為替差損益（△は益） 326

持分法による投資損益（△は益） △136

有形固定資産売却損益（△は益） △11

有形固定資産処分損益（△は益） 59

有価証券評価損益（△は益） 312

投資有価証券売却損益（△は益） △60

投資有価証券評価損益（△は益） 404

売上債権の増減額（△は増加） 3,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △164

その他の資産の増減額（△は増加） 405

仕入債務の増減額（△は減少） △4,941

未払消費税等の増減額（△は減少） △13

その他の負債の増減額（△は減少） △64

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △881

その他 79

小計 10,576

利息及び配当金の受取額 642

利息の支払額 △247

法人税等の支払額 △4,206

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,764



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 △2,947

定期預金の払戻による収入 3,226

有価証券の取得による支出 △1,315

有価証券の売却による収入 1,001

有形固定資産の取得による支出 △8,278

有形固定資産の売却による収入 165

投資有価証券の取得による支出 △4,206

投資有価証券の売却による収入 76

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 4

子会社株式の取得による支出 △27

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

338

その他 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,934

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 9,073

短期借入金の返済による支出 △11,155

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △67

長期借入れによる収入 838

長期借入金の返済による支出 △6

社債の発行による収入 14,919

社債の償還による支出 △83

株式の発行による収入 78

自己株式の売却による収入 14

自己株式の取得による支出 △5

配当金の支払額 △3,285

少数株主への配当金の支払額 △85

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,233

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,626

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,437

現金及び現金同等物の期首残高 23,750

現金及び現金同等物の四半期末残高 27,188



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

   

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１．事業は製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品は次のようなものであります。 

(1）合成樹脂成形品事業……工業用プラスチック・ファスナー、プラスチック精密成形部品等 

(2）ベッド及び家具事業……各種ベッド、リクライニングチェアー等 

(3）新聞及び出版事業………英字新聞、その他出版物等 

(4）その他の事業……………液晶表示等電子部品等 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 定性的情報・財務諸表等 ４.その他「（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」に記載のとおり、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 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、合成樹脂成形品事業で８百万円減少しております。 

 （在外子会社の収益及び費用の為替換算方法の変更） 

 定性的情報・財務諸表等 ４.その他「（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」に記載のとおり、当社は従来、在外子会社の収益及び費用について、決算日の直物為替相

場により円貨へ換算しておりましたが、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方

法へ変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、合成樹脂

成形品事業で319百万円、ベッド及び家具事業で22百万円増加しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

合成樹脂
成形品事
業 
（百万円） 

ベッド及
び家具事
業 
（百万円）

新聞及び
出版事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

合計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 25,224 3,831 744 346  30,147  － 30,147

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 － 0 7 0  8 (8) －

計  25,224 3,831 752 347  30,155 (8) 30,147

営業利益又は営業損失(△)  2,150 320 △51 △52  2,366 (740) 1,625

  

合成樹脂
成形品事
業 
（百万円） 

ベッド及
び家具事
業 
（百万円）

新聞及び
出版事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

合計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 83,678 12,014 2,185 1,247  99,126  － 99,126

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 － 0 18 1  19 (19) －

計  83,678 12,014 2,204 1,248  99,146 (19) 99,126

営業利益又は営業損失(△)  10,053 1,201 △232 △160  10,861 (2,503) 8,358



  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

   

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する地域の内訳の主なものは次のとおりであります。 

(1）アジア…韓国、香港、中国、台湾、マレーシア、シンガポール、タイ、ベトナム 

(2）北米……米国 

(3）欧州……英国、スペイン、ポーランド、ドイツ 

３．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 定性的情報・財務諸表等 ４.その他「（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」に記載のとおり、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 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、日本で８百万円減少しております。 

 （在外子会社の収益及び費用の為替換算方法の変更） 

 定性的情報・財務諸表等 ４.その他「（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」に記載のとおり、当社は従来、在外子会社の収益及び費用について、決算日の直物為替相

場により円貨へ換算しておりましたが、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する方

法へ変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、アジアで

302百万円、欧州で40百万円増加、北米で０百万円減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
合計

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 17,644 7,894 2,938 1,669  30,147  － 30,147

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 834 283 4 0  1,122 (1,122) －

計  18,479 8,177 2,942 1,670  31,269 (1,122) 30,147

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,147 1,164 △37 △6  2,268 (642) 1,625

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
合計

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 58,041 25,891 9,435 5,758  99,126  － 99,126

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,117 962 21 0  4,102 (4,102) －

計  61,159 26,853 9,456 5,758  103,229 (4,102) 99,126

営業利益  5,575 4,449 22 355  10,403 (2,044) 8,358



  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

   

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

(1）北米…………米国、カナダ、メキシコ 

(2）アジア………韓国、台湾、中国、香港、タイ、マレーシア、シンガポール等 

(3）欧州…………英国、スペイン、フランス、ドイツ、ポーランド、チェコ、ハンガリー等 

(4）その他………トルコ、豪州 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域への売上高であります。 

４．会計処理の方法の変更 

 （在外子会社の収益及び費用の為替換算方法の変更） 

 定性的情報・財務諸表等 ４.その他「（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」に記載のとおり、当社は、従来、在外子会社の収益及び費用について、決算日の直物為替

相場により円貨へ換算しておりましたが、第１四半期連結会計期間より期中平均相場により円貨に換算する

方法へ変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の海外売上高が、北米で

213百万円、アジアで2,113百万円、欧州で466百万円、その他25百万円増加しております。当第３四半期連

結累計期間の連結売上高は、2,819百万円増加しております。 

  

〔海外売上高〕 

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,004  7,879  1,614  14  12,514

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  30,147

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 10.0  26.1  5.4  0.0  41.5

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,606  25,952  5,482  164  41,205

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  99,126

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 9.7  26.2  5.5  0.2  41.6

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等  

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    104,343  100.0

Ⅱ 売上原価    73,031  70.0

売上総利益    31,311  30.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    20,232  19.4

営業利益    11,079  10.6

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息及び受取配当金  375     

２．その他  555  930  0.9

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  188     

２．その他  267  455  0.4

経常利益    11,554  11.1

Ⅵ 特別利益    77  0.1

Ⅶ 特別損失    501  0.5

税金等調整前四半期純利益    11,130  10.7

法人税等    4,097  4.0

少数株主利益    339  0.3

四半期純利益    6,693  6.4

        



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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  11,130

減価償却費   5,591

受取利息及び受取配当金 △375

支払利息  188

売上債権の増減額（△は増加） △999

たな卸資産の増減額（△は増加） △166

仕入債務の増減額（△は減少）  1,142

その他  △93

小計  16,418

利息及び配当金の受取額  619

利息の支払額 △193

法人税等の支払額  △4,097

営業活動によるキャッシュ・フロー  12,746

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出  △6,817

固定資産の売却による収入   79

その他  △824

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,563

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の売却による収入   191

自己株式の取得による支出  △2,201

配当金の支払額 △3,233

少数株主への配当金の支払額 △53

その他   40

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,255

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △92

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △163

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  19,448

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  19,284

    



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
合成樹脂 
成形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円）

新聞及び
 出版事業 
 （百万円）

その他の
事業 

（百万円）

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 88,079  11,356  2,207  2,699  104,343  －  104,343

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 0  0  16  0  17 (17)  －

計  88,079  11,356  2,224  2,699  104,360 (17)  104,343

営業費用  75,635  9,919  2,432  2,869  90,857 2,406  93,264

営業利益又は営業損失

(△） 
 12,443  1,437  △207  △170  13,503 (2,424)  11,079

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円）
北米

 （百万円）
欧州

（百万円）
計

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上

高 
 60,504  26,576  11,039  6,222  104,343  －  104,343

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,450  789  21  1  4,262 (4,262)  －

計  63,955  27,365  11,061  6,223  108,605 (4,262)  104,343

営業費用  56,337  22,836  10,476  6,154  95,804 (2,540)  93,264

営業利益  7,618  4,528  584  69  12,800 (1,721)  11,079

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間においては、開示しておりません。 



「参考」 
四半期個別財務諸表 

（１）（要約）四半期貸借対照表  

（注）１．開示した四半期個別財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象となりません。 
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。 

  
前第３四半期末 

(平成19年12月31日)

当第３四半期末 

(平成20年12月31日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

比較増減 

区分 
金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比

（％）

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

(百万円) 

増減比

（％）

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

現金及び預金  9,024    15,356    12,192    3,163   

受取手形  2,439    2,008    2,083    △75   

売掛金  15,842    13,507    15,801    △2,293   

有価証券  1,000    1,162    1,000    161   

たな卸資産  2,585    2,489    2,625    △136   

その他  7,654    9,477    8,200    1,277   

流動資産合計  38,546 42.9  44,001 43.7  41,904  45.0  2,097 5.0

Ⅱ 固定資産                 

有形固定資産  21,430 23.9  21,981 21.8  21,010  22.5  971 1.9

無形固定資産    457 0.5  516 0.5  632  0.7  △115 △18.3

投資その他の資産  29,426 32.7  34,193 34.0  29,620  31.8  4,573 15.4

固定資産合計  51,314 57.1  56,692 56.3  51,263  55.0  5,428 10.6

資産合計  89,860 100.0  100,693 100.0  93,167  100.0  7,525 8.1

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債                 

支払手形  1,719    1,470    1,802    △331   

買掛金  12,529    10,574    13,486    △2,911   

１年内償還予定の転換社債    2,868    －    2,671    △2,671   

その他  5,379    3,954    6,030    △2,075   

流動負債合計  22,496 25.0  15,999 15.9  23,989  25.8  △7,989 △33.3

Ⅱ 固定負債                 

社債  －    15,000    －    15,000   

未払役員退職慰労金  962    81    962    △881   

退職給付引当金  557    729    620    108   

営業保証金  21    21    21    －   

固定負債合計  1,541 1.7  15,831 15.7  1,603  1.7  14,227 －

負債合計  24,038 26.8  31,830 31.6  25,593  27.5  6,237 24.4

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

資本金  7,290 8.1  7,290 7.2  7,290  7.8  －  －

資本剰余金  11,651 13.0  11,651 11.5  11,651  12.5  －  －

利益剰余金  51,627 57.4  51,125 50.8  53,368  57.3  △2,243 △4.2

自己株式  △5,097 △5.7  △1,055 △1.0  △4,802  △5.2  3,747 78.0

株主資本合計  65,471 72.8  69,011 68.5  67,507  72.4  1,504 2.2

Ⅱ 評価・換算差額等                 

その他有価証券評価差額金  351    -149    66    -215   

評価・換算差額等合計  351 0.4  -149 △0.1  66  0.1  -215 －

純資産合計  65,822 73.2  68,862 68.4  67,574  72.5  1,288 1.9

負債純資産合計  89,860 100.0  100,693 100.0  93,167  100.0  7,525 8.1

                  



 （２）（要約）四半期損益計算書 

（注）１．開示した四半期個別財務諸表は、法定開示におけるレビュー対象となりません。 

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。 

  

  

前第３四半期累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

当第３四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年12月31日)

比較増減 

前事業年度の 

要約損益計算書 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日)

区分 金額（百万円） 
百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

金額(百万

円) 

増減比

（％） 
金額（百万円）

百分比

（％）

Ⅰ 売上高  50,723 100.0  49,264 100.0  △1,458  △2.9  69,237 100.0

Ⅱ 売上原価  36,514 72.0  36,626 74.4  111  0.3  49,886 72.1

売上総利益  14,209 28.0  12,638 25.6  △1,570  △11.1  19,350 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
 9,411 18.5  9,520 19.3  108  1.2  12,766 18.4

営業利益  4,797 9.5  3,117 6.3  △1,679  △35.0  6,584 9.5

Ⅳ 営業外収益  3,059 6.0  2,366 4.8  △692  △22.7  3,776 5.4

Ⅴ 営業外費用  213 0.4  1,115 2.2  901      －  517 0.7

経常利益  7,643 15.1  4,368 8.9  △3,274  △42.8  9,843 14.2

Ⅵ 特別利益  0 0.0  439 0.9  439  －  0 0.0

Ⅶ 特別損失  395 0.8  1,899 3.9  1,503  －  544 0.8

税引前四半期(当

期)純利益 
 7,247 14.3  2,909 5.9  △4,338  △59.9  9,299 13.4

法人税等  2,674 5.3  643 1.3  △2,030  △75.9  2,894 4.1

四半期（当期）

純利益 
 4,572 9.0  2,265 4.6  △2,307  △50.5  6,405 9.3

                  




