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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 22,192 △36.0 1 △100.0 △6 △100.2 △158 △106.0

21年3月期第1四半期 34,661 ― 3,731 ― 4,045 ― 2,658 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.97 ―

21年3月期第1四半期 51.24 49.87

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

22年3月期第1四半期 114,729 74,362 62.9 1,353.40
21年3月期 112,140 74,559 64.5 1,355.98

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  72,141百万円 21年3月期  72,279百万円

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

21年3月期 ― 30.00 ― 24.00 54.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

44,000 △36.2 △1,000 △114.9 △900 △112.7 △900 △124.9 △16.88

通期 97,000 △20.8 2,000 △72.4 1,900 △72.5 600 △84.8 11.26



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」をご覧ください。 

(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） 

(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 

本資料に掲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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 53,754,477株 21年3月期  53,754,477株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  450,506株 21年3月期  450,361株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 53,304,061株 21年3月期第1四半期 51,875,764株



 当第１四半期の経済状況は、昨年後半からの世界的な金融不安による景気の悪化に底打ちの兆しが見えてきたもの

の、設備投資は依然として回復せず、雇用環境の悪化等から個人消費も低迷しており、引き続き非常に厳しい経営環

境であることには変わりはありません。 

 当社グループの主要顧客であります日系自動車メーカーも、在庫調整の進展から激減していた生産には改善の兆し

が見えますが、一部の車種を除き極端な販売低迷の影響を受け、依然として生産台数は低調に推移しました。 

 このような状況のもと、当社の当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比36.0％減の221億９千２百

万円となりました。 

 一方、利益面では、固定費の大幅な削減（前年同期比△22億円減少）を中心とした様々な収益改善活動の取組みに

より、売上の減少に伴う限界利益の減少や生産設備稼働率の低下の影響にもかかわらず、連結営業利益は前年同期比

100.0％減の１百万円を確保することができました。連結経常損失は６百万円（前年同期は経常利益40億４千５百万

円）となり、連結四半期純損失は１億５千８百万円（前年同期は四半期純利益26億５千８百万円）となりました。 

  

(１)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ25億８千９百万円増加し、1,147億２千９百万円とな

りました。これは主に 近の経済情勢を踏まえ手許流動性を高めるためグループ間金融の一部24億円を銀行借

入に切り替えたためであります。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ27億８千６百万円増加し、403億６千７百万円となりました。これは主

に上記借入金の増加によるものであります。 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べ１億９千６百万円減少し、743億６千２百万円となりました。これは

主に利益剰余金の減少14億３千７百万円があったことによるものであります。 

 これにより自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.6ポイント減少し、62.9％となりました。 

(２)キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結累計期間における営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、34億３千５百万円と

なりました。これは税金等調整前四半期純損失が69百万円であったものの、減価償却費17億６千１百万円、仕

入債務の増加８億円等の資金増があり、一方その他の資産の増加３億４千３百万円、法人税等の支払額２億５

千４百万円等の資金減があったこと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） 

 当第１四半期連結累計期間における投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、31億８千万円となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出27億１千２百万円があったことによるものであります。 

 従って、営業活動によるキャッシュ・フローから有形固定資産の取得による支出をネットしたフリーキャッ

シュ・フローとしては、７億円２千３百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期累計期間における財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、10億７千７百万円となり

ました。これは配当金の支払が10億９千７百万円ありましたが、長期借入れによる収入24億３千７百万円があ

ったことによるものであります。 

 

 以上の結果、第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ17億３千３百万

円増加し、304億４千５百万円となりました。 

  

 今後の見通しにつきましては、依然として厳しい経営環境下にあるものと考えております。 

 直近では、好調な中国を中心にアジア圏では比較的堅調に推移し始めたこと、受注環境がボトムラインから少しず

つではありますが持ち直すと見込まれること、更にはコスト削減の取り組みによる体質改善や生産効率の改善を推し

進める効果も期待できますが、未だ市場環境の先行きが不透明な部分もあり、平成21年５月12日に発表しました第２

四半期連結累計期間、通期の業績予想及び配当予想の見直しは行っておりません。 

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
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該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

１ たな卸資産の評価方法 

 四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計期間年度末の実

地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げについては、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

積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

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は、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。 

３ 繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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た場合に、前連結会計年度決算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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計上基準等 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,749 30,870

受取手形及び売掛金 18,473 18,663

有価証券 848 803

商品及び製品 6,384 6,312

仕掛品 1,549 1,546

原材料及び貯蔵品 2,351 2,350

未収還付法人税等 1,773 1,678

繰延税金資産 1,102 914

その他 3,101 2,641

貸倒引当金 △84 △83

流動資産合計 69,251 65,698

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,532 12,594

機械装置及び運搬具（純額） 5,168 5,121

金型（純額） 2,926 3,250

工具、器具及び備品（純額） 1,770 1,819

土地 11,252 11,229

建設仮勘定 2,428 2,423

その他（純額） 80 76

有形固定資産合計 36,159 36,515

無形固定資産   

のれん 878 885

その他 959 1,031

無形固定資産合計 1,837 1,917

投資その他の資産   

投資有価証券 6,321 6,409

繰延税金資産 114 506

その他 1,110 1,167

貸倒引当金 △64 △74

投資その他の資産合計 7,481 8,008

固定資産合計 45,478 46,441

資産合計 114,729 112,140
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,934 10,096

短期借入金 1,174 1,253

未払金 1,880 1,443

未払法人税等 417 509

繰延税金負債 1 －

賞与引当金 1,734 1,118

その他 4,111 5,247

流動負債合計 20,254 19,668

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 3,010 831

繰延税金負債 513 514

退職給付引当金 1,334 1,292

その他 253 272

固定負債合計 20,112 17,912

負債合計 40,367 37,580

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 60,929 62,367

自己株式 △1,060 △1,060

株主資本合計 78,810 80,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186 △75

土地再評価差額金 △85 △85

為替換算調整勘定 △6,770 △7,808

評価・換算差額等合計 △6,669 △7,969

少数株主持分 2,221 2,280

純資産合計 74,362 74,559

負債純資産合計 114,729 112,140
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 34,661 22,192

売上原価 24,011 16,343

売上総利益 10,649 5,849

販売費及び一般管理費 6,918 5,848

営業利益 3,731 1

営業外収益   

受取利息 113 83

為替差益 157 －

その他 233 75

営業外収益合計 504 159

営業外費用   

支払利息 83 73

社債発行費 80 －

為替差損 － 58

その他 26 36

営業外費用合計 189 167

経常利益又は経常損失（△） 4,045 △6

特別利益   

投資有価証券売却益 60 －

有価証券償還益 － 35

その他 7 2

特別利益合計 68 38

特別損失   

投資有価証券評価損 210 －

工場移転費用 － 43

その他 60 57

特別損失合計 271 101

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,842 △69

法人税等 1,096 59

少数株主利益 87 29

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,658 △158
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,842 △69

減価償却費 1,958 1,761

社債発行費 80 －

のれん償却額 13 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 666 615

退職給付引当金の増減額（△は減少） 89 37

受取利息及び受取配当金 △139 △95

支払利息 83 73

為替差損益（△は益） △70 36

持分法による投資損益（△は益） △44 19

有形固定資産売却損益（△は益） 4 △2

有形固定資産処分損益（△は益） 37 13

投資有価証券売却損益（△は益） △60 －

投資有価証券評価損益（△は益） 210 －

売上債権の増減額（△は増加） 587 365

たな卸資産の増減額（△は増加） △145 196

その他の資産の増減額（△は増加） △16 △343

仕入債務の増減額（△は減少） △2,354 800

その他の負債の増減額（△は減少） 429 122

その他 △60 114

小計 5,103 3,663

利息及び配当金の受取額 325 97

利息の支払額 △84 △70

法人税等の支払額 △1,838 △254

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,506 3,435

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 △1,485 △1,941

定期預金の払戻による収入 1,534 856

有価証券の取得による支出 △298 △0

有価証券の売却による収入 1 500

有形固定資産の取得による支出 △2,606 △2,712

有形固定資産の売却による収入 130 5

投資有価証券の取得による支出 △15 △23

投資有価証券の売却による収入 65 114

その他 25 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,650 △3,180
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 3,087 1,676

短期借入金の返済による支出 △4,368 △1,744

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △23 △4

長期借入れによる収入 － 2,437

長期借入金の返済による支出 △2 △1

社債の発行による収入 14,919 －

自己株式の売却による収入 5 0

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,672 △1,097

少数株主への配当金の支払額 △7 △188

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,936 1,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,215 401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,576 1,733

現金及び現金同等物の期首残高 23,750 28,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,327 30,445
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
合成樹脂成
形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円） 

新聞及び
出版事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  29,162 4,181 714 602  34,661  － 34,661

(2）セグメント間の内部売上高  － 0 6 0  6 (6) －

計  29,162 4,181 720 602  34,667 (6) 34,661

営業利益又は営業損失(△)  4,232 511 △60 △28  4,654 (923) 3,731

  
合成樹脂成
形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円） 

新聞及び
出版事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  17,090 3,219 609 1,272  22,192  － 22,192

(2）セグメント間の内部売上高  － － 6 2  8 (8) －

計  17,090 3,219 616 1,274  22,201 (8) 22,192

営業利益又は営業損失(△)  712 106 △73 53  799 (798) 1

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  20,410 8,867 3,315 2,067  34,661  － 34,661

(2）セグメント間の内部売上高  1,157 309 13 0  1,480 (1,480) －

計  21,567 9,176 3,329 2,067  36,141 (1,480) 34,661

営業利益  2,400 1,687 179 176  4,443 (712) 3,731

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  14,795 5,049 1,482 864  22,192  － 22,192

(2）セグメント間の内部売上高  652 116 0 0  769 (769) －

計  15,447 5,166 1,482 864  22,961 (769) 22,192

営業利益又は営業損失(△)  821 316 △360 △114  662 (661) 1
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,372  8,935  1,933  88  14,329

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  34,661

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.7  25.8  5.6  0.2  41.3

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,522  5,065  820  13  7,422

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  22,192

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.9  22.8  3.7  0.1  33.4

（６）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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