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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 10,079 ― 156 ― 155 ― 97 ―

20年3月期第3四半期 10,017 1.3 166 △47.9 160 △45.4 13 △91.6

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 17.70 ―

20年3月期第3四半期 2.49 ―

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 12,826 6,733 49.6 1,156.74
20年3月期 12,157 6,758 51.9 1,148.50

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,360百万円 20年3月期  6,315百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 7.00

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 12,100 △8.6 0 △100.0 △20 △109.4 0 △100.0 0.00

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、２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、２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．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果と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。 
なお、当第３四半期連結累計期間（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5号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  

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  5,500,000株 20年3月期  5,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,758株 20年3月期  962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  5,498,640株 20年3月期第3四半期  5,499,038株
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当第３四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機によ
る株価の下落、急激な円高の影響から100年に一度と言われる急激な世界的不況に見舞われています。高
騰が続いた原燃料価格も急速に下落し、経済状況の悪化を加速させています。 
 また、不飽和ポリエステル樹脂市場も、不況による自動車産業、電子産業等、経済を支えてきた基幹産
業の経営状況の悪化の影響により市場全体が急速に冷え込み、前年を大きく下回る結果となりました。当
社グループの市場環境も、自動車、電子産業の低迷及び円高による影響から、塗料市場の低迷、輸出品の
停滞が始まり、第３四半期以降の業績に非常に不透明感があります。 
 このような状況の中、当社グループは、商品開発等で顧客満足度を満たしながら拡販に努め、また、環
境に適応した粉体塗料用原料及びメタクリル酸エステル類も堅調に推移いたしました。 
 この結果、当第３四半期の連結業績は、売上高10,079百万円、経常利益155百万円、四半期純利益97百
万円となりました。  

  

当第３四半期の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の減少612百万円、受取手形及び売掛金の増
加528百万円、たな卸資産の増加222百万円等があり、固定資産は、連結子会社である優必佳樹脂(常熟)有
限公司の工場建設等で616百万円増加となり、総資産は前連結会計年度末と比較して668百万円増加の
12,826百万円となりました。流動負債では支払手形及び買掛金の増加619百万円等があり、負債合計は前
連結会計年度末と比較して694百万円増加し、6,093百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と
比較して25百万円の減少となり、6,733百万円となりました。  
 キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益145百
万円の計上に対し、減価償却費189百万円、たな卸資産の増加等により239百万円の減少となりました。投
資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得等により413百万円の減少となりました。財務活
動によるキャッシュ・フローは短期借入による収入、長期借入金の返済等により48百万円の増加となりま
した。この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ612百万円の
減少となり、19億52百万円となりました。  

  

平成21年３月期の連結業績予想に関しては、本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下
さい。 

  
  

該当事項はありません。 
  

① 棚卸資産の評価方法  
  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。  
 ② 法人税等の算定方法  
  法人税等は、当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する方法を採用しております。 
 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 
 ③ 繰延税金資産の回収可能性 
  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結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、前連結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。  

・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

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
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① 「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）を第1四半期連結会計期間から適用しております。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３四半期連結累計期間（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号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規 
    則を早期に適用しております。 
 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）を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法 
  から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この結果、従来の方 
  法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税 
  金等調整前四半期純利益がそれぞれ16百万円減少しております。  
  

  

(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：千円）

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 1,452,431 2,064,994

受取手形及び売掛金 5,142,678 4,614,357

商品及び製品 940,554 867,903

仕掛品 90,044 78,162

原材料及び貯蔵品 477,157 339,095

その他 654,816 740,804

貸倒引当金 △2,307 △2,307

流動資産合計 8,755,375 8,703,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 862,601 891,996

機械装置及び運搬具（純額） 1,014,455 743,590

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 261,104 82,056

有形固定資産合計 3,478,603 3,058,086

無形固定資産 16,390 18,134

投資その他の資産   

その他 578,807 407,405

貸倒引当金 △2,565 △28,849

投資その他の資産合計 576,242 378,556

固定資産合計 4,071,235 3,454,778

資産合計 12,826,611 12,157,788

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,717,225 4,097,316

短期借入金 153,300 67,400

未払法人税等 14,784 123,226

引当金 47,697 82,520

その他 335,343 246,755

流動負債合計 5,268,350 4,617,218

固定負債   

退職給付引当金 427,377 399,312

役員退職慰労引当金 53,367 45,155

再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532

その他 31,546 24,665

固定負債合計 824,824 781,666

負債合計 6,093,174 5,398,885
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（単位：千円）

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 1,100,900 1,100,900

資本剰余金 889,640 889,640

利益剰余金 3,891,744 3,832,935

自己株式 △905 △634

株主資本合計 5,881,379 5,822,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,900 16,180

土地再評価差額金 468,798 468,798

為替換算調整勘定 △14 7,821

評価・換算差額等合計 478,684 492,801

少数株主持分 373,372 443,261

純資産合計 6,733,436 6,758,903

負債純資産合計 12,826,611 12,157,788
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 10,079,936

売上原価 8,646,928

売上総利益 1,433,008

販売費及び一般管理費  

運搬費 398,150

その他 878,422

販売費及び一般管理費合計 1,276,572

営業利益 156,435

営業外収益  

受取利息 4,059

受取配当金 20,265

その他 14,232

営業外収益合計 38,557

営業外費用  

支払利息 591

売上割引 10,542

たな卸資産廃棄損 3,597

支払補償費 11,667

その他 12,930

営業外費用合計 39,329

経常利益 155,663

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,526

特別利益合計 5,526

特別損失  

固定資産廃棄損 6,158

固定資産売却損 5,537

その他 4,365

特別損失合計 16,061

税金等調整前四半期純利益 145,129

法人税等 110,187

少数株主損失（△） △62,360

四半期純利益 97,302
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 145,129

減価償却費 189,970

売上債権の増減額（△は増加） △556,309

たな卸資産の増減額（△は増加） △223,894

仕入債務の増減額（△は減少） 648,859

その他 △245,086

小計 △41,331

利息及び配当金の受取額 24,324

利息の支払額 △4,597

法人税等の支払額 △218,047

営業活動によるキャッシュ・フロー △239,651

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 △420,964

その他 7,916

投資活動によるキャッシュ・フロー △413,048

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 154,750

長期借入金の返済による支出 △67,400

自己株式の取得による支出 △270

配当金の支払額 △38,479

財務活動によるキャッシュ・フロー 48,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △612,562

現金及び現金同等物の期首残高 2,564,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,952,431
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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。 

 なお、当第３四半期連結累計期間（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号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適

用しております。 

  

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） 

該当事項はありません。 

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） 

該当事項はありません。 

  

(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
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（要約）前四半期連結損益計算書 

                        （単位：千円） 

【参考】

 科  目

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

Ⅰ 売上高 10,017,394

Ⅱ 売上原価 8,650,401

売上総利益 1,366,992

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,200,670

営業利益 166,322

Ⅳ 営業外収益 15,622

   1.受取利息及び配当金 7,776

   2.持分法による投資利益 5,755

   3.その他 2,089

Ⅴ 営業外費用 21,400

   1.支払利息 2,005

   2.売上割引 8,057

   3.たな卸資産廃棄損 1,739

   4.その他 9,597

経常利益 160,545

Ⅵ 特別利益 22,031

   1.投資有価証券売却益 371

   2.その他 21,660

Ⅶ 特別損失 15,594

   1.固定資産除却損 15,494

   2.その他 100

税金等調整前四半期純利益 166,982

法人税等 152,481

少数株主利益 817

四半期純利益 13,683
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

                           （単位：千円）

 科  目

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

Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー

   1.税金等調整前四半期純利益 166,982

   2.減価償却費 191,916

   3.売上債権の増加額 △237,380

   4.たな卸資産の減少額 28,234

   5.仕入債務の減少額 △128,894

   6.その他 △243,295

 営業活動によるキャッシュフロー △222,437

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 △93,001

   2.投資有価証券の取得による支出 △445,856

   3.投資有価証券の売却による収入 271,000

   4.その他 △34,067

 投資活動によるキャッシュフロー △301,925

Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー

   1.長期借入金の返済による支出 △139,600

   2.配当金の支払額 △54,957

 財務活動によるキャッシュフロー △194,557

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △718,921

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,355,291

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,636,370
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（単位：千円） 

 
  

（単位：千円） 

 
  

（単位：千円） 

 
  

(注) １ 生産実績金額は、生産数量に平均販売単価を乗じて算出しております。 

２ 商品仕入実績金額は、仕入価格によっております。 

３ 当社グループは受注生産は行っておりません。 

４ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

５ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
  

   
  

  

  

  

  

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業部門 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 増   減

汎用樹脂部門 3,093,973 3,120,442 26,469

高機能性樹脂部門 5,998,682 6,019,119 20,437

合計 9,092,655 9,139,562 46,906

(2) 商品仕入実績

事業部門 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 増   減

汎用樹脂部門 622,487 546,816 △75,671

高機能性樹脂部門 144,277 193,132 48,855

合計 766,765 739,948 △26,816

(3) 販売実績

事業部門 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 増   減

汎用樹脂部門 3,888,675 3,813,463 △75,212

高機能性樹脂部門 6,128,718 6,266,473 137,754

合計 10,017,394 10,079,936 62,542

期別
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）

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）

相手先 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

三菱瓦斯化学㈱ 1,585,011 15.8 1,674,583 16.6
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