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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 22,694 ― 862 ― 865 ― 398 ―

20年3月期第3四半期 23,916 △0.1 1,601 △29.9 1,578 △28.8 884 △28.2

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 9.96 ―

20年3月期第3四半期 22.11 ―

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 36,294 27,654 76.2 691.38
20年3月期 36,242 27,868 76.9 696.74

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  27,654百万円 20年3月期  27,868百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 14.00

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  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 32,000 0.6 1,200 △42.2 1,200 △41.1 600 △45.8 15.00

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 
１．通期の業績予想につきましては、平成20年10月27日に発表しました予想を修正しておりません。詳細につきましては、２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下さい。 
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、本資料の発表日現在の見通しに基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が予想数
値と大幅に異なる可能性があります。 
２．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 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 40,000,000株 20年3月期 40,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 1,766株 20年3月期 1,766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 39,998,234株 20年3月期第3四半期 39,998,234株
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【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 

当第３四半期連結累計期間の売上高は 226 億９千４百万円(前年同期比 5.1％減)となりました。 

部門別の売上高の状況は次のとおりであります。 

（管工機材）  

改正建築基準法施行後の混乱が収束したものの、景気後退による需要低迷の影響がより一層強

まり、出荷は大幅に減少しました。この結果、管工機材部門の売上高は 140 億７千４百万円（前

年同期比 7.1％減）となりました。なお、平成 20 年 10 月１日よりミクニプラスチックス㈱を新た

に連結子会社として加え、その売上高は管工機材に区分しております。 

（ライフサポート） 

日用雑貨品は出荷が減少しましたが、介護・福祉関連製品は引き続き堅調に推移しました。こ

の結果、ライフサポート部門の売上高は 60 億６千９百万円（同 5.6％増）となりました。 

（成形材） 

エラストマーコンパウンドは、国内外ともに各ユーザーの需要が大きく落ち込んだ影響により

出荷は大幅に減少しました。また、特定需要家向け合成樹脂成形製品も需要の減少により大幅に

減少しました。この結果、成形材部門全体の売上高は 25 億５千１百万円（同 15.3％減）となりま

した。 
（※ 前年同四半期増減率は参考として表示しております。） 

利益につきましては、出荷の落ち込みによる影響に加え、原材料価格の上昇によるコストアップ

要因などにより、当第３四半期連結累計期間の経常利益は８億６千５百万円となりました。また、

繰延税金資産の一部を取り崩し、法人税等調整額に 9 千 2 百万円を計上した影響もあり、四半期純

利益は３億９千８百万円となりました。 

なお、当社は、塩化ビニル管および継手の販売に関して、平成 19 年７月 11 日に公正取引委員会

の立入調査を受けており、現在も調査中であります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 362 億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べて

５千２百万円増加しました。資産の部は流動資産が２億７千５百万円増加した一方、固定資産が２

億２千２百万円減少した結果、合計で５千２百万円増加しました。負債の部は買掛金などの増加に

より、合計で２億６千６百万円増加しました。純資産の部は利益剰余金およびその他有価証券評価

差額金の減少などにより２億１千４百万円減少しました。 

 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は期首に比べて７億６千１百万

円増加し、79 億１千６百万円となりました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、21 億２千７百万円となりました。主な内訳は売

上債権の回収、減価償却費などによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産などの取得による支出を、関係会社預け金の払

い出しによる収入 10 億円が上回り、差し引き１億８千６百万円の収入となりました。 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、配当金の支払額および借入金の返済など 15 億

５千２百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の景気は停滞感が根強く、需要は引き続き低調に推移するものと思われます。また、直近の原

材料価格は先行き不透明な状況の中で非常に大きく変動しており、当社業績への影響を見極めること

が難しい状況にあります。 

従いまして、平成 21 年３月期の通期連結業績予想につきましては、現時点では平成 20 年 10 月 27

日発表の予想（売上高 320 億円、営業利益 12 億円、経常利益 12 億円、当期純利益６億円）の見直し

は行っておりません。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

（簡便な会計処理） 

1.当第３四半期連結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、第２四半期連結

会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

2.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。 
（四半期連結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。 

 

(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.「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

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。 

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

   従来、棚卸資産の評価基準は、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）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

く簿価切り下げの方法）により算定しております。 

   これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ４百万円減少しております。 

3.「リース取引に関する会計基準」の適用 

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）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）が平成 20 年４月１日

以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになった

ことに伴い、第１四半期連結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

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、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借処理に準じた会計処理を適用しております。 

   これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

  



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 892 1,310

受取手形及び売掛金 10,776 10,726

商品及び製品 3,177 2,957

仕掛品 300 229

原材料及び貯蔵品 868 823

関係会社預け金 7,083 6,923

その他 613 503

貸倒引当金 △75 △113

流動資産合計 23,636 23,361

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,383 4,383

その他（純額） 7,213 7,513

有形固定資産合計 11,596 11,897

無形固定資産 186 54

投資その他の資産   

投資有価証券 415 460

その他 557 582

貸倒引当金 △98 △114

投資その他の資産合計 874 928

固定資産合計 12,657 12,880

資産合計 36,294 36,242

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,844 5,340

1年内返済予定の長期借入金 22 28

未払法人税等 0 280

賞与引当金 128 318

その他 886 781

流動負債合計 6,882 6,748

固定負債   

長期借入金 92 109

退職給付引当金 259 215

その他 1,406 1,301

固定負債合計 1,758 1,625

負債合計 8,640 8,374

４



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,220 4,220

資本剰余金 3,542 3,542

利益剰余金 19,839 20,001

自己株式 △0 △0

株主資本合計 27,601 27,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52 104

評価・換算差額等合計 52 104

純資産合計 27,654 27,868

負債純資産合計 36,294 36,242

５



(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 22,694

売上原価 16,138

売上総利益 6,556

販売費及び一般管理費 5,694

営業利益 862

営業外収益  

受取利息 71

受取配当金 7

雑収入 26

営業外収益合計 105

営業外費用  

支払利息 33

売上割引 37

雑損失 32

営業外費用合計 102

経常利益 865

特別利益  

投資有価証券売却益 20

ゴルフ会員権売却益 11

貸倒引当金戻入額 61

特別利益合計 94

特別損失  

固定資産除売却損 12

事務所移転費用 14

特別損失合計 27

税金等調整前四半期純利益 932

法人税、住民税及び事業税 294

法人税等調整額 239

法人税等合計 533

四半期純利益 398

６



(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 932

減価償却費 1,241

のれん償却額 33

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53

受取利息及び受取配当金 △79

支払利息 33

賞与引当金の増減額（△は減少） △220

製品回収引当金の増減額（△は減少） △4

固定資産除売却損益（△は益） 12

投資有価証券売却損益（△は益） △20

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △11

売上債権の増減額（△は増加） 845

たな卸資産の増減額（△は増加） 72

仕入債務の増減額（△は減少） △27

その他の資産・負債の増減額 9

小計 2,729

利息及び配当金の受取額 79

利息の支払額 △5

法人税等の支払額 △675

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,127

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 △80

定期預金の払戻による収入 100

関係会社預け金の払戻による収入 1,000

固定資産の取得による支出 △847

固定資産の売却による収入 0

ゴルフ会員権の取得による支出 △12

ゴルフ会員権の売却による収入 21

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 28

子会社株式の取得による支出 △33

その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー 186

７



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △957

長期借入金の返済による支出 △22

配当金の支払額 △561

その他 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,552

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） 761

現金及び現金同等物の期首残高 7,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,916

８



アロン化成㈱ (7882) 平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 ９

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。 

 

(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)セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

当連結グループは、合成樹脂製品を専ら製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報に記載す

べき事項はありません。 
【所在地別セグメント情報】 

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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、所在地別セグメント情報に

記載すべき事項はありません。 
【海外売上高】 

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） 

海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、その記載を省略しております。 
 
(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。
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【参考資料】 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) 四半期連結損益計算書 
（単位：百万円、単位未満切捨）                

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 

  

金  額 

   23,916 

   16,385 

    7,531 

    5,929 

    1,601 

 

       63 

        7 

       31 

      103 

 

       34 

       41 

       48 

      125 

    1,578 

 

3 

3 

 

       31 

       31 

    1,551 

      524 

     142 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

   営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

 1. 受取利息 

 2. 受取配当金 

 3. 雑収入 

   営業外収益合計 

Ⅴ 営業外費用 

 1. 支払利息 

 2. 売上割引 

 3. 雑損失 

   営業外費用合計 

   経常利益 

Ⅵ 特別利益 

1. 投資有価証券売却益 
   特別利益合計 

Ⅶ 特別損失 

 1. 固定資産除売却損 

    特別損失合計 

 税金等調整前四半期純利益 

 法人税､住民税及び事業税 

 法人税等調整額 

   四半期純利益       884 
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(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円、単位未満切捨）              
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 

 

金    額 

 

       1,551 

       1,394 

        △95 

         △2 

         134 

       △232 

△8 

        △71 

          34 

          31 

△3 

       588 

       △227 

         277 

       △222 

       3,147 

          71 

         △5 

     △1,028 

         △0 

       2,184 

 

 

△80 

20 

△1,000 

        △1,678 

        14 

         △10 

         11 

         3 

     △2,719 

 

 

        △25 

       △519 

       △545 

         － 

     △1,079 

       7,441 

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 

   減価償却費 

   退職給付引当金の増減額 

   役員退職慰労引当金の増減額 

   貸倒引当金の増減額 

   賞与引当金の増減額 

  役員賞与引当金の増減額 

   受取利息及び受取配当金 

   支払利息 

   固定資産除売却損 

  投資有価証券売却益 

   売上債権の増減額 

   たな卸資産の増減額 

   仕入債務の増減額 

   その他資産･負債の増減額 

     小   計 

   利息及び配当金の受取額 

   利息の支払額 

   法人税等の支払額 

   固定資産除却に伴う支払額 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅱ 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 

   定期預金の払戻による収入 

  関係会社預け金の預入による支出 

   固定資産の取得による支出 

   固定資産の売却による収入 

   投資有価証券の取得による支出 

   投資有価証券の売却による収入 

   その他           

 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 

Ⅲ 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 

   配当金の支払額 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 

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 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高        6,361 
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（参考）生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 
（単位：百万円） 

事 業 部 門 
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 
前年同期比(％) 

  管工機材部門 
  ライフサポート部門 
  成形材部門 

13,304 

6,229 

2,694 

△11.2 

2.5 

△10.1 

       合    計 22,227 △7.6 

         （注）1.金額は販売価格によって算出しております。 
              2.上記金額には消費税等は含まれておりません。 
２．販売実績 

（単位：百万円） 

事 業 部 門 
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 
前年同期比(％) 

  管工機材部門 
  ライフサポート部門 
  成形材部門 

         14,074 

          6,069 

          2,551 

        △7.1 

          5.6 

       △15.3 

       合    計          22,694        △5.1 

         （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 




