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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 31,428 △2.4 △99 ― 219 △86.1 △203 ―
20年3月期第3四半期 32,189 9.3 1,020 △31.7 1,579 △24.4 651 △48.3

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 △6.81 ―
20年3月期第3四半期 21.25 ―

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 73,911 66,061 88.3 2,323.09
20年3月期 82,458 74,180 88.8 2,391.32

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  65,231百万円 20年3月期  73,234百万円

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 ― 15.00 ― 35.00 50.00
21年3月期 ― 15.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 30.00

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 37,300 △12.2 100 △90.2 △500 ― △750 ― △25.20

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．本資料における業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報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等が異なる可能性があ
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。  

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  29,813,026株 20年3月期  31,313,026株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,733,716株 20年3月期  688,279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  29,764,709株 20年3月期第3四半期  30,625,970株
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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）におけるわが国経済は、

米国発の金融危機に起因する世界同時不況を背景として、輸出の減少、急激な円高の進行、消費の低迷、

企業業績の悪化等により、景気が後退する厳しい状況となりました。特に、平成20年９月のリーマン・ブ

ラザーズの経営破綻以降、景気後退は一段と下げ足を速めました。  

 このような厳しい環境の中で、ハウスウエア（家庭日用品）合成樹脂製品関連部門は、新製品の開発と

新規取引先の開拓等により売上高が増加しましたが、工業品合成樹脂製品関連部門は、世界的な景気悪化

を背景とする 終需要の減退の中で受注が落ち込みました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上

高は314億28百万円（前年同期比97.6％）となりました。  

 利益面につきましては、売上高の減少、新規設備に伴う減価償却負担の増加、円高の急激かつ大幅な進

行等により、営業利益が99百万円の損失となり、経常利益は子会社宛貸付金に係る為替差損がありました

が、銀行預金の受取利息、株式の受取配当金等により２億19百万円（前年同期比13.9％）となりました。

また、四半期純利益は、株価下落による投資有価証券評価損の計上等があり、２億３百万円の損失となり

ました。 
  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて85億47百万円減少し、739億

11百万円となりました。これは、子会社宛貸付金及び繰延税金資産の増加で投資その他の資産のその他

が25億59百万円増加しましたが、子会社宛投融資、設備投資、配当金支払い、自己株式取得等により現

金及び預金が97億74百万円、有価証券（譲渡性預金）が30億25百万円それぞれ減少したこと等によりま

す。 
  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて４億29百万円減少し、78億50

百万円となりました。これは、未払法人税等が１億84百万円、支払手形及び買掛金が64百万円、それぞ

れ減少したこと等によります。 
  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて81億19百万円減少し、660

億61百万円となりました。これは、自己株式が13億42百万円増加したこと、自己株式の消却と配当金支

払い等で利益剰余金が40億83百万円減少したこと、株価下落によりその他有価証券評価差額金が18億40

百万円減少したこと等によります。  
  

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は、前連結会計年度末に比べて29億６百万円

増加し、261億50百万円となりました。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりで

あります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

減価償却費14億62百万円がありましたが、売上債権の増加15億36百万円、その他負債の減少３億35百

万円等があり、６億25百万円の減少となりました。 
  

（投資活動よるキャッシュ・フロー） 

定期預金の預入203億51百万円、有形固定資産の取得29億18百万円等の支出がありましたが、定期預

金の払戻359億73百万円等の収入があり、93億84百万円の増加となりました。 
  

（財務活動よるキャッシュ・フロー） 

自己株式の増加37億７百万円、配当金15億15百万円等の支出があり、54億79百万円の減少となりまし

た。  
  

・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

(2) キャッシュ・フローの状況
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通期の連結業績見通しにつきましては、平成20年９月のリーマン・ブラザーズの経営破綻以降、世界経

済の景気悪化が一段と深刻化し、想定を超える急激かつ大幅な円高の進行がある等、大変厳しい経営環境

となっておりますので、平成20年10月31日に公表した業績予想を修正いたしました。 

 尚、詳細は、本日発表の「平成21年３月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
    

該当事項はありません。 
  

（簡便な会計処理） 

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、前連結会計年度末

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 
  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算 

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金等調整前当期純利益

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、税金等調整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。 

 なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しておりま

す。 
  

① 「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、四半期連結財務諸表は、「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に基づいて作成しております。 
  

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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

益及び経常利益が11,314千円、税金等調整前四半期純利益が58,146千円それぞれ減少しておりま

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の適用 

「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、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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

(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 27,099,701 36,873,308

受取手形及び売掛金 9,898,541 8,687,613

有価証券 － 3,025,168

商品及び製品 1,558,124 1,578,630

仕掛品 309,766 356,715

原材料及び貯蔵品 2,264,880 2,317,542

その他 1,853,669 1,112,092

貸倒引当金 △18,988 △27,878

流動資産合計 42,965,693 53,923,191

固定資産   

有形固定資産 13,719,890 12,651,935

無形固定資産 1,822,109 1,953,958

投資その他の資産   

投資有価証券 10,164,387 11,249,125

その他 5,249,737 2,690,900

貸倒引当金 △10,840 △10,840

投資その他の資産合計 15,403,284 13,929,185

固定資産合計 30,945,282 28,535,078

資産合計 73,910,975 82,458,269

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,739,090 4,802,923

未払法人税等 9,244 192,889

賞与引当金 189,012 252,038

その他 1,844,739 1,937,784

流動負債合計 6,782,085 7,185,633

固定負債   

退職給付引当金 545,546 569,679

役員退職慰労引当金 516,290 495,680

その他 6,046 27,606

固定負債合計 1,067,882 1,092,966

負債合計 7,849,966 8,278,598
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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 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,924,500 18,924,777

利益剰余金 33,215,944 37,299,430

自己株式 △2,732,372 △1,390,190

株主資本合計 68,633,422 74,059,367

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,199,142 △1,359,377

為替換算調整勘定 △203,392 533,628

評価・換算差額等合計 △3,402,534 △825,749

少数株主持分 830,121 946,052

純資産合計 66,061,009 74,179,670

負債純資産合計 73,910,975 82,458,269
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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 31,427,764

売上原価 27,183,561

売上総利益 4,244,203

販売費及び一般管理費 4,343,048

営業利益 △98,845

営業外収益  

受取利息 251,378

受取配当金 218,417

投資有価証券売却益 37,302

その他 95,795

営業外収益合計 602,891

営業外費用  

売上割引 49,937

為替差損 224,349

その他 10,841

営業外費用合計 285,127

経常利益 218,919

特別利益  

固定資産売却益 2,957

貸倒引当金戻入額 2,100

特別利益合計 5,057

特別損失  

固定資産売却損 7,495

固定資産除却損 4,354

減損損失 9,400

投資有価証券評価損 402,240

たな卸資産評価損 46,832

特別損失合計 470,321

税金等調整前四半期純利益 △246,345

法人税等 △77,295

少数株主利益 33,634

四半期純利益 △202,685
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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 △246,345

減価償却費 1,461,565

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,862

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,055

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,424

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,610

受取利息及び受取配当金 △469,794

為替差損益（△は益） 221,233

固定資産除却損 2,899

有形固定資産売却損益（△は益） 4,538

投資有価証券評価損益（△は益） 402,240

減損損失 9,400

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △37,302

売上債権の増減額（△は増加） △1,535,683

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,790

その他の資産の増減額（△は増加） △239,199

仕入債務の増減額（△は減少） △49,819

その他の負債の増減額（△は減少） △335,148

その他 30,106

小計 △801,250

利息及び配当金の受取額 504,311

法人税等の支払額 △328,362

営業活動によるキャッシュ・フロー △625,301

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 △20,351,497

定期預金の払戻による収入 35,972,830

有形固定資産の取得による支出 △2,917,616

有形固定資産の売却による収入 618,548

無形固定資産の取得による支出 △14,392

関係会社出資金の払込による支出 △202,698

投資有価証券の取得による支出 △2,615,861

投資有価証券の売却による収入 233,190

貸付けによる支出 △1,339,240

貸付金の回収による収入 1,019

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,384,281
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の純増減額（△は増加） △3,707,017

配当金の支払額 △1,514,532

少数株主への配当金の支払額 △257,045

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,478,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △374,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,905,775

現金及び現金同等物の期首残高 23,244,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,150,367
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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、四半期連結財務諸表は、「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に基づいて作成しております。 

  

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） 

該当事項なし 

  

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） 

該当事項なし 

  

(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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(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。 

  

  

  

  

  

「参考」

（要約） 前四半期連結損益計算書

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(千円)

Ⅰ 売上高 32,189,162

Ⅱ 売上原価 26,755,561

  売上総利益 5,433,601

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,413,430

  営業利益 1,020,171

Ⅳ 営業外収益 752,698

 １ 受取利息 280,125

 ２ 受取配当金 154,814

 ３ 投資有価証券売却益 243,595

 ４ その他 74,164

Ⅴ 営業外費用 193,861

 １ 売上割引 54,135

 ２ 開業費 134,730

 ３ その他 4,996

  経常利益 1,579,007

Ⅵ 特別利益 12,797

 １ 固定資産売却益 6,097

 ２ 貸倒引当金戻入益 6,700

Ⅶ 特別損失 527,638

 １ 固定資産売却損 9,687

 ２ 固定資産除却損 21,192

 ３ 過年度役員退職慰労引当金繰入額 496,758

  税金等調整前四半期純利益 1,064,166

  法人税等 290,483

  少数株主利益（減算） 122,799

  四半期純利益 650,883
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