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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 57,656 ― 2,315 ― 2,523 ― 1,693 ―

20年3月期第3四半期 57,503 △2.7 2,134 △23.7 2,515 △22.1 1,648 △38.9

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 15.04 ―

20年3月期第3四半期 14.25 ―

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 71,676 37,905 52.9 338.40
20年3月期 76,422 40,432 52.9 356.63

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  37,905百万円 20年3月期  40,432百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
21年3月期 ― 3.75 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.75 7.50

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 72,000 △4.6 1,700 △29.6 1,900 △19.7 1,200 △7.4 10.66

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、４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 
・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。 
・上記に記載した予想数値は、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上記予想数値
と異なる可能性があります。  

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  116,996,839株 20年3月期  119,996,839株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,980,114株 20年3月期  6,621,798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  112,600,802株 20年3月期第3四半期  115,728,619株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、９月の米国における金融機関の破綻等から発した

世界的な経済の大混乱のなかで、輸出主体の自動車産業を始め多くの会社が円高の進行等で打撃を受け

る厳しい状況となりました。また国際商品市況の軟調から原油価格が下げ基調になりましたが、需要の

冷え込みで景気の減速感は続いており深刻さは更に増しております。 

 このような環境下、当社グループは収益の改善を図るべく営業活動を行なってまいりましたが、充分

な結果を得るまでに至らず、産業用製品事業の販売が急減速したことから、逆に原価率が上昇する厳し

い状況となりました。しかしながら子会社を含めた経費削減により営業利益は前年同期を上回る結果と

なりました。 

 また、経常利益では円高による為替差損の計上から前年同期並みとなり、四半期純利益においては棚

卸資産の減損及び株価の下落による投資有価証券評価損を計上したものの、４月に江戸川区平井所在の

土地の売却による特別利益の計上があったことから前年同期比増となりました。 

 結果、売上高は576億56百万円、営業利益は23億15百万円、経常利益は25億23百万円、四半期純利益

は16億93百万円となりました。 

  

① 資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は716億76百万円で、前連結会計年度末と比べ47億45

百万円減少しております。 

流動資産は、439億17百万円で前連結会計年度末と比べ4億52百万円の増加となりました。これは主

として受取手形及び売掛金11億69百万円が増加し、現金及び預金４億60百万円、たな卸資産全体で２

億51百万円が減少したことによるものです。 

固定資産は、277億58百万円で前連結会計年度末と比べ51億98百万円の減少となりました。これは

主として有形固定資産17億37百万円、投資有価証券35億96百万円が減少したことによるものです。 

② 負債 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は337億70百万円で、前連結会計年度末と比べ22億19

百万円減少しております。 

流動負債は、259億75百万円で前連結会計年度末と比べ４億４百万円の減少となりました。これは

主として支払手形及び買掛金が13億26百万円増加し、短期借入金５億63百万円、未払法人税等２億34

百万円、賞与引当金３億75百万円、その他流動負債５億57百万円減少したことによるものです。 

固定負債は、77億95百万円で前連結会計年度末と比べ18億14百万円の減少となりました。これは主

としてその他固定負債が16億19百万円減少したことによるものです。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は379億５百万円で、前連結会計年度末と比べ25億26

百万円減少しております。 

これは主として利益剰余金が８億48百万円増加し、自己株式の消却等により資本剰余金11億40百万

円、その他有価証券評価差額金26億78百万円が減少したことによるものです。 

  

・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
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平成20年11月７日に公表いたしました平成21年3月期の通期連結業績予想を下記のとおり修正致し

ます。 

 
  

世界的な金融市場の混乱が続くなか、実体経済にも深刻な影響を与える状況で、需要の急激な減退

から11月中旬以降各分野で生産調整が顕在化してまいりました。また、米ドルを初め主要通貨の円高

の影響で輸出品の採算が悪化しております。 

  当社グループにあっても自動車の減産に伴う自動車内装材の販売不振と壁紙等建築関係資材及びＩ

Ｔ向けテープ等の生産調整による営業利益の減少、また円高による為替差損で経常利益の減少、更に

当期純利益においても株価の低迷から所有株式に減損処理の発生が見込まれることから減額修正いた

します。なお、平成21年3月期の通期業績見通しの前提となる第4四半期の想定為替レートは１米ドル

90.00円、１ユーロ120.00円であります。 

  

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

前回発表予想(A）
(平成20年11月7日)

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

76,000 2,400 2,900 2,000 17.73

今回修正予想(B) 72,000 1,700 1,900 1,200 10.66

増減額(B)－(A) △ 4,000 △ 700 △ 1,000 △ 800 －

増減率(％) △ 5.3 △ 29.2 △ 34.5 △ 40.0 －

前期(平成20年3月期)実績 75,435 2,415 2,366 1,296 11.25
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産について、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 

  

（会計処理の変更） 

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より適用しております。従来は主として総平均法による低価法を採用

しておりましたが、第１四半期連結会計期間より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）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べ、売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ215百

万円減少し、税金等調整前四半期純利益は553百万円減少しております。 

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」（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ております。 

 なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、一部資産の耐用年数について、平成20年度法人税法の改正を契機として

見直しを行い、第１四半期連結会計期間より改正後の法人税法に基づく耐用年数を適用しております。

 なお、これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

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：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 7,972 8,432

受取手形及び売掛金 24,193 23,024

商品及び製品 7,470 7,778

原材料及び貯蔵品 1,390 1,252

仕掛品 1,079 1,160

その他 2,050 2,041

貸倒引当金 △239 △224

流動資産合計 43,917 43,465

固定資産   

有形固定資産 14,508 16,246

無形固定資産 764 556

投資その他の資産   

投資有価証券 11,727 15,324

その他 883 973

貸倒引当金 △126 △144

投資その他の資産合計 12,484 16,153

固定資産合計 27,758 32,956

資産合計 71,676 76,422

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,610 18,283

短期借入金 2,384 2,947

未払法人税等 262 496

賞与引当金 380 755

その他 3,338 3,895

流動負債合計 25,975 26,379

固定負債   

社債 1,500 1,500

長期借入金 1,035 1,039

退職給付引当金 2,801 2,867

役員退職慰労引当金 － 16

負ののれん 192 302

その他 2,264 3,883

固定負債合計 7,795 9,609

負債合計 33,770 35,989
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（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 13,047 13,047

資本剰余金 2,233 3,373

利益剰余金 21,985 21,137

自己株式 △1,915 △2,532

株主資本合計 35,350 35,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,677 5,355

繰延ヘッジ損益 △15 △25

為替換算調整勘定 △106 76

評価・換算差額等合計 2,555 5,406

純資産合計 37,905 40,432

負債純資産合計 71,676 76,422
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 (2) 【四半期連結損益計算書】 

（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) 

売上高 57,656

売上原価 45,946

売上総利益 11,709

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 1,939

その他の販売費 2,063

給料及び賞与 2,267

賞与引当金繰入額 351

退職給付引当金繰入額 76

その他の一般管理費 2,694

販売費及び一般管理費 9,394

営業利益 2,315

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 301

不動産賃貸料 227

負ののれん償却額 109

その他 120

営業外収益合計 775

営業外費用  

支払利息 68

不動産賃貸費用 108

為替差損 321

その他 69

営業外費用合計 568

経常利益 2,523

特別利益  

固定資産売却益 942

投資有価証券売却益 107

特別利益合計 1,049

特別損失  

固定資産売却損 3

固定資産除却損 68

投資有価証券評価損 369

たな卸資産評価損 337

その他 37

特別損失合計 816

税金等調整前四半期純利益 2,756

法人税、住民税及び事業税 584

法人税等調整額 477

法人税等合計 1,062

四半期純利益 1,693
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 (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 2,756

減価償却費 1,833

負ののれん償却額 △109

賞与引当金の増減額（△は減少） △374

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66

その他の引当金の増減額（△は減少） △16

受取利息及び受取配当金 △318

支払利息 68

為替差損益（△は益） 41

持分法による投資損益（△は益） △30

投資有価証券売却損益（△は益） △107

投資有価証券評価損益（△は益） 369

固定資産売却損益（△は益） △939

固定資産除却損 68

売上債権の増減額（△は増加） △1,279

たな卸資産の増減額（△は増加） 186

その他の資産の増減額（△は増加） 25

仕入債務の増減額（△は減少） 1,574

その他の負債の増減額（△は減少） △681

その他 20

小計 3,017

利息及び配当金の受取額 317

利息の支払額 △54

法人税等の支払額 △804

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,476

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 △105

定期預金の払戻による収入 105

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,153

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,619

投資有価証券の取得による支出 △1,506

投資有価証券の売却による収入 134

その他 67

投資活動によるキャッシュ・フロー △837

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 2,583

短期借入金の返済による支出 △3,146

長期借入金の返済による支出 △0

自己株式の取得による支出 △521

配当金の支払額 △846

その他 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,991

現金及び現金同等物に係る換算差額 △108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460

現金及び現金同等物の期首残高 8,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,867
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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。 

  

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） 

 
※このうち、当第３四半期会計期間に主に市場から45百万円を取得いたしました。 

(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

   （百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 13,047 3,373 21,137 △2,532 35,026

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額

 剰余金の配当 △845 △845

 四半期純利益 1,693 1,693

 自己株式の取得 ※ △543 △543

 自己株式の処分 △1 21 19

 自己株式の消却 △1,138 1,138 ―

当第３四半期連結会計期間末まで
の変動額合計

― △1,140 848 616 324

当第３四半期連結会計期間末残高 13,047 2,233 21,985 △1,915 35,350
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１．前四半期にかかる財務諸表 

 
  

「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（百万円）

 Ⅰ 売上高 57,503

 Ⅱ 売上原価 45,072

売上総利益 12,430

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,296

営業利益 2,134

 Ⅳ 営業外収益 777

 Ⅴ 営業外費用 396

経常利益 2,515

 Ⅵ 特別利益 405

 Ⅶ 特別損失 76

    税金等調整前四半期純利益 2,843

    法人税、住民税及び事業税 915

    法人税等調整額 280

    四半期純利益 1,648
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  （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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）

区  分 金額（百万円）

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期純利益 2,843

2 減価償却費 1,885

3 負ののれん償却額 △ 109

4 持分法による投資利益 △ 35

5 賞与引当金の減少額 △ 396

6 貸倒引当金の増加額 67

7 退職給付引当金の減少額 △ 52

8 役員退職慰労引当金の減少額 △ 541

9 受取利息及び受取配当金 △ 261

10 支払利息 71

11 為替差損 8

12 投資有価証券売却益 △ 334

13 投資有価証券評価損 5

14 有形固定資産売却益 △ 11

15 有形固定資産除却損 19

16 売上債権の増加額 △ 1,999

17 たな卸資産の減少額 786

18 その他資産の増加額 △ 250

19 仕入債務の増加額 1,810

20 その他負債の増加額 525

21 その他 △ 31

 小計 4,001

22 利息及び配当金の受取額 262

23 利息の支払額 △ 56

24 法人税等の支払額 △ 149

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,057

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の預入による支出 △ 105

2 定期預金の払戻しによる収入 105

3 有形・無形固定資産取得による支出 △ 2,006

4 有形・無形固定資産売却による収入 127

5 投資有価証券の取得による支出 △ 663

6 投資有価証券の売却による収入 401

7 その他投資にかかる収支 △ 190

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,329

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金による収入 4,070

2 短期借入金の返済による支出 △ 1,690

3 長期借入金による収入 1,000

4 長期借入金の返済による支出 △ 5,008

5 社債発行による収入 1,476

6 配当金の支払額 △ 870

7 自己株式の取得による支出 △ 889

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,912

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 19

Ⅴ  現金及び現金同等物の減少額 △ 204

Ⅵ  現金及び現金同等物期首残高 7,249

Ⅶ  現金及び現金同等物四半期末残高 7,044
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