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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,431 ― 39 ― 39 ― 21 ―

20年3月期第3四半期 2,712 4.2 70 63.4 67 58.1 37 37.4

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 1.65 ―

20年3月期第3四半期 2.88 ―

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 2,072 1,173 56.6 90.35
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3四半期  1,173百万円 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  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 3,000 △18.2 8 △92.0 7 △92.8 8 △71.5 0.62

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3四半期  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3四半期  9,801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3四半期  12,990,744株 20年3月期第3四半期  12,992,656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．平成21年３月期の業績予想は、「平成21年３月期 第２四半期決算短信（非連結）」（平成20年11月７日付）において公表した金額より変更しております。 
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は、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。 
３．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３四半期累計期間のわが国経済は、９月よりの国際金融資本市場の不安増長による海外経済の減速に引きずら

れ、輸出は減少、企業収益も減少を続けており、雇用、所得環境が厳しさを増す中で、個人消費も低迷している状況

です。原油価格は反転下落の様相も、今まで景気を牽引してきた自動車・電機業界ですら失速し、当社にとっても厳

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３四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2,431百万円（前年同期比

10.4%減）、売上総利益は341百万円（前年同期比1.8%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39百万円（前年同期比44.4%減）、経常利益は39百万円（前年同期比42.5%減）、当第３四半期累計期間の純利益は

21百万円（前年同期比42.5%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～12月）は９月からの急激な景気後退の影響を受け、前年同期比約

１％減少となっている中で、当社にとって必要なリサイクル原材料は自動車関連部品等の生産減により調達難が続い

ております。この環境の下、当社のナイロンを中心とするリサイクル樹脂事業は新規用途開発、新規ユーザーの開拓

に努め、芽が出始めましたが、既存ユーザーについて需要減退の影響が見られました。ユニチカグループからの樹脂

受託加工事業もやや減少傾向で、設備・技術関係の改善により品質、生産性の向上を図りましたが、収益面の低下を

補えませんでした。 

 その結果、売上高は収益性重視の一部見直しもあり、2,011百万円（前年同期比10.6%減）でしたが、営業利益は見

直しによる改善効果もあり60百万円（前年同期比9.8%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411百万円（前年同期比9.5%減）、営業

損失は８百万円（前年同期は０百万円の黒字）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３四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99百万円、売上債権172百万円、有形固定資

産13百万円とそれぞれ減少したこと等により、前会計年度末比211百万円（同9.2%）減少し、2,072百万円となりまし

た。 

 負債につきましては、前会計年度末に比べ仕入債務109百万円、借入金68百万円、未払法人税等30百万円、退職給

付引当金31百万円とそれぞれ減少したこと等により、前会計年度末比231百万円（同20.5%）減少し、898百万円とな

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21百万円増加したこと等によ

り、前会計年度末比20百万円（同1.7%）増加し、1,173百万円となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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99百万円減

少し、198百万円となりました。 

 また、当第３四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）  

 営業活動の結果使用した資金は、３百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益39百万円、減価償却費71

百万円の計上による増加と、仕入債務の減少111百万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、28百万円となりました。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、68百万円となりました。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、自動車、電機業界での不振が更に悪化、長期化することが予測され、当社としては、当面販

売量の維持を目指します。しかしながら、化成部門では、両業界の影響をまともに受け、樹脂受託加工量の減少幅の

一層の拡大、当社独自のリサイクル事業も需要の減退が懸念されます。製品部門でも、カテキン製品等の機能商品を

中心として注力するも需要回復は厳しい状況です。また、費用関係では一時的であるものの内部統制構築に係る費用

の計上もあり、営業利益以下に影響が出るものと思われます。  

 当期の業績につきましては、売上高3,000百万円（前年同期比18.2%減）、営業利益８百万円（前年同期比92.0%

減）、経常利益７百万円（前年同期比92.8%減）、当期純利益８百万円（前年同期比71.5%減、前年同期では「棚卸資

産の評価に関する会計基準」の早期適用で特別損失47百万円が発生）を見込んでおります。 

 尚、今後更に、市場が悪化した場合につきましては、下方修正を行う場合があります。 

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 

① 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。 

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第３四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

 これにより、当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、当第３四半期会計期間より該当取引が発生し、当第１四半期会計期間、当第２四半期会計期間には該

当取引はありませんでした。 
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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３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 198,919 298,825

受取手形及び売掛金 719,720 891,960

商品及び製品 271,826 237,968

原材料及び貯蔵品 122,611 84,454

その他 62,826 46,980

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 1,375,404 1,559,689

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 225,946 233,475

機械及び装置（純額） 285,922 306,500

土地 75,322 75,322

その他（純額） 35,821 20,769

有形固定資産合計 623,013 636,069

無形固定資産 2,800 4,066

投資その他の資産 71,205 83,738

固定資産合計 697,019 723,873

資産合計 2,072,423 2,283,562

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 467,282 576,475

短期借入金 135,872 155,872

未払法人税等 － 30,000

賞与引当金 3,187 21,501

その他 85,369 69,974

流動負債合計 691,711 853,823

固定負債   

長期借入金 52,674 100,912

退職給付引当金 143,658 175,166

その他 10,718 －

固定負債合計 207,050 276,078

負債合計 898,762 1,129,901
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 475,972 454,480

自己株式 △1,187 △1,082

株主資本合計 1,175,047 1,153,660

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △1,386 －

純資産合計 1,173,661 1,153,660

負債純資産合計 2,072,423 2,283,562
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 2,431,393

売上原価 2,090,295

売上総利益 341,098

販売費及び一般管理費 301,728

営業利益 39,370

営業外収益  

受取利息 2,048

債務勘定整理益 2,957

雑収入 1,692

営業外収益合計 6,699

営業外費用  

支払利息 3,463

雑損失 3,504

営業外費用合計 6,968

経常利益 39,101

税引前四半期純利益 39,101

法人税、住民税及び事業税 712

法人税等調整額 16,896

法人税等合計 17,609

四半期純利益 21,492
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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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 39,101

減価償却費 71,349

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,508

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,313

受取利息及び受取配当金 △2,142

支払利息 3,463

売上債権の増減額（△は増加） 172,239

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,014

仕入債務の増減額（△は減少） △111,292

その他 △4,763

小計 46,119

利息及び配当金の受取額 3,290

利息の支払額 △3,223

法人税等の支払額 △49,661

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,474

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 △27,718

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 750

その他 240

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,088

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 △68,238

自己株式の取得による支出 △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,906

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 198,919
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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等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 2,712 

Ⅱ 売上原価 2,365 

売上総利益 347 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 276 

営業利益 70 

Ⅳ 営業外収益 3 

Ⅴ 営業外費用 6 

経常利益 67 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 0 

税引前四半期純利益 67 

税金費用 29 

四半期純利益 37 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

1.税引前四半期純利益 67 

2.減価償却費 81 

3.売上債権の減少額 92 

4.たな卸資産の増加額 △37 

5.仕入債務の減少額 △57 

6.その他  △8 

小計 136 

7.利息及び配当金の受取額  2 

8.利息の支払額 △4 

9.法人税等の支払額 △34 

営業活動によるキャッシュ・フロー 100 

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 △90 

2.無形固定資産の取得による支出  △0 

3.その他  1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △90 

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.長期借入金による収入 － 

3.長期借入金の返済による支出 △89 

4.その他   △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △89 

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（又は
減少額） 

△79 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 363 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 284 
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