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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 9,492 △35.7 62 △75.5 46 △80.4 27 △79.3

21年3月期第1四半期 14,753 ― 255 ― 238 ― 132 ―

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 3.20 ―

21年3月期第1四半期 15.49 ―

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

22年3月期第1四半期 18,118 5,453 29.9 633.93
21年3月期 18,164 5,346 29.2 621.42

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,419百万円 21年3月期  5,312百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

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

22,000 △25.6 180 △67.1 165 △67.7 100 △64.4 11.70

通期 46,000 △12.5 475 △46.8 435 △46.2 260 △46.9 30.41



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（２）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 

１．平成21年４月24日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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。なお、上記予想に関する事項は、４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。 

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 8,550,000株 21年3月期  8,550,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,550株 21年3月期  1,550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 8,548,450株 21年3月期第1四半期 8,548,450株



 当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、昨年秋からの世界的

な金融市場の混乱から、経済の悪化が進み、国内外の自動車、産業機械、電子・電機等をはじめとした広範な産業分

野において在庫の圧縮や生産調整が続き、急激かつ大幅に市場が収縮する等非常に厳しい状況となりました。  

  このような状況下、当社グループを取り巻く合成樹脂業界におきましては、合成樹脂原料の基礎原材料であるエチ

レンの当第１四半期連結累計期間における生産量は1,698.8千トンと昨年同期間比2.2％の減少となりましたが、中国

をはじめとしてアジア向けのエチレン輸出が前年同期比増加しており、化学業界において、素材の日本国内における

需要が収縮していることが顕著に表れました。  

 このような環境の下 、当社グループでは積極的な受注活動を続け、販売費及び一般管理費の削減に努めました

が、素材需要が大幅に縮小し、また合成樹脂原料価格が下落したため、当第１四半期連結累計期間の売上高は9,492

百万円(前年同期比35.7%減）、営業利益は62百万円(同75.5%減）、経常利益は46百万円(同80.4％減）、四半期純利

益は27百万円(同79.3％減）となりました。  

 なお、事業別セグメントに関しては、当社グループの取扱商品は合成樹脂関連に集約しているため、当該事業以外

に事業の種類がなく、セグメント別には分類しておりません。 

 所在地別セグメントの業績は以下の通りであります。 

①日本 

 日本国内は、合成樹脂原料の需要が収縮したことに加え、合成樹脂原料価格が下落したことにより売上高は8,435

百万円（同35.6％減）、営業利益は63百万円（同73.5％減）となりました。 

②アジア  

 日本同様、アジアにおいても経費削減に努めたものの、合成樹脂原料の需要が収縮したことに加え、合成樹脂原料

価格が下落したことにより売上高は1,056百万円（同36.2％減）、営業損益は前年同期と比べ19百万円の減益にて2百

万円の営業損失となりました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は18,118百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少いたしまし

た。その要因は、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の減少額108百万円及び投資有価証券を主とした固定資産

の増加額62百万円等によるものです。  

  また、負債は前連結会計年度末に比べ153百万円減少し、12,664百万円となりました。その要因は支払手形及び買

掛金を主とした流動負債の減少額89百万円に加え、長期借入金を主とした固定負債の減少額64百万円等によるもので

す。  

 純資産の部は、前連結会計年度末より107百万円増加の5,453百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の

29.2％から29.9％となりました。 

  

 (キャッシュ・フローの状況）  

 当第１四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2,786百万円となり、前連結会計年度末と比

較して464百万円の増加となりました。当第1四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は下記の通り

であります。  

「営業活動によるキャッシュ・フロー」  

営業活動により得られた資金は337百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益62百万円、売上債

権の減少額555百万円、仕入債務の減少額426百万円等があった結果によるものです。  

「投資活動によるキャッシュ・フロー」 

投資活動の結果得られた資金は18百万円となりました。主な要因は定期預金払戻による収入40百万円、定期預金の

預入による支出12百万円等によるものです。  

「財務活動によるキャッシュ・フロー」  

財務活動により得られた資金は83百万円となりました。これは短期借入金の純増額244百万円、配当金の支払額68

百万円、長期借入金の返済による支出77百万円等があった結果によるものです。  

  

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



 一部の産業分野において、在庫調整の進展などによる需要回復の兆しは見られるものの、今後の経済は金融危機に

よる世界的な景気停滞の影響により、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。当合成樹脂業界におきましても

前述の通り、厳しい経営環境が続くものと考えられます。このような環境を踏まえ、平成22年３月期第２四半期連結

累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成21年４月24日発表の決算短信で開示致しました予想数値に変更は

ありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理  

①固定資産の減価償却費の算定方法  

    固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す

る方法によっております。なお、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。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第１四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。 

③たな卸資産の評価方法 

   当第１四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。 

④税金費用の計算  

    連結財務諸表における重要性が乏しい連結子会社については、経営環境に著しい変化が発生しておらず、一

時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変更がないため、四半期財務諸表における税金費用の計算に

あたり、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計

算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 

①税金費用の計算 

    当第１四半期連結会計期間を含む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（累計期間）に当該見積り実効税率を乗じて計算する方法によってお

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。 

  

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



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 2,830,360 2,393,566

受取手形及び売掛金 12,082,897 12,544,884

商品及び製品 722,249 711,058

仕掛品 8,404 12,220

原材料及び貯蔵品 32,335 26,687

繰延税金資産 58,244 58,516

その他 201,784 299,716

貸倒引当金 △27,591 △29,156

流動資産合計 15,908,683 16,017,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 663,557 663,557

減価償却累計額 △399,519 △394,073

建物及び構築物（純額） 264,037 269,483

機械装置及び運搬具 188,369 187,172

減価償却累計額 △163,210 △160,987

機械装置及び運搬具（純額） 25,158 26,185

工具、器具及び備品 103,251 101,637

減価償却累計額 △87,866 △85,335

工具、器具及び備品（純額） 15,385 16,301

土地 220,690 220,690

リース資産 34,863 34,863

減価償却累計額 △8,145 △5,892

リース資産（純額） 26,717 28,970

有形固定資産合計 551,988 561,631

無形固定資産   

リース資産 192,661 204,673

その他 13,667 8,513

無形固定資産合計 206,328 213,186

投資その他の資産   

投資有価証券 1,090,442 944,325

差入保証金 176,530 176,147

繰延税金資産 66,698 130,739

破産更生債権等 8,010 22,333

その他 116,248 113,234

貸倒引当金 △6,464 △14,634

投資その他の資産合計 1,451,465 1,372,146

固定資産合計 2,209,783 2,146,964

資産合計 18,118,466 18,164,458



（単位：千円）

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 8,375,636 8,732,032

短期借入金 2,629,856 2,379,795

1年内返済予定の長期借入金 179,336 196,836

未払法人税等 33,988 45,559

賞与引当金 75,288 93,041

その他 296,321 232,166

流動負債合計 11,590,427 11,679,431

固定負債   

長期借入金 489,330 549,164

退職給付引当金 179,244 171,513

役員退職慰労引当金 31,596 26,165

繰延税金負債 99,784 105,209

その他 274,611 286,895

固定負債合計 1,074,566 1,138,948

負債合計 12,664,994 12,818,379

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,842 721,842

利益剰余金 3,837,156 3,878,174

自己株式 △919 △919

株主資本合計 5,351,129 5,392,146

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 122,915 37,598

繰延ヘッジ損益 521 524

為替換算調整勘定 △55,447 △118,097

評価・換算差額等合計 67,989 △79,974

少数株主持分 34,353 33,906

純資産合計 5,453,472 5,346,079

負債純資産合計 18,118,466 18,164,458



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 14,753,808 9,492,101

売上原価 13,922,056 8,894,855

売上総利益 831,752 597,245

販売費及び一般管理費   

運賃 37,584 31,498

役員報酬 27,090 32,297

給料 165,275 163,850

賞与 7,849 －

賞与引当金繰入額 55,764 38,665

退職給付費用 9,194 9,888

役員退職慰労引当金繰入額 1,545 10,874

福利厚生費 42,624 40,076

旅費及び交通費 21,396 16,328

賃借料 55,314 47,457

支払手数料 21,526 38,214

租税公課 6,986 5,518

減価償却費 10,368 19,565

のれん償却額 12,500 －

その他 100,998 80,300

販売費及び一般管理費合計 576,019 534,535

営業利益 255,732 62,710

営業外収益   

受取利息 446 397

受取配当金 9,676 5,605

仕入割引 782 143

為替差益 4,631 －

その他 1,976 3,378

営業外収益合計 17,512 9,524

営業外費用   

支払利息 15,694 14,467

持分法による投資損失 6,527 4,489

手形売却損 6,748 3,191

手形流動化手数料 2,151 －

為替差損 － 1,036

その他 3,142 2,102

営業外費用合計 34,264 25,287

経常利益 238,980 46,947



（単位：千円）

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) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,118 7,466

保険解約返戻金 － 8,483

特別利益合計 1,118 15,950

特別損失   

固定資産売却損 8 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 975 －

特別損失合計 983 －

税金等調整前四半期純利益 239,115 62,897

法人税等 104,536 34,780

少数株主利益 2,133 746

四半期純利益 132,445 27,369



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 239,115 62,897

減価償却費 27,602 24,013

固定資産売却損益（△は益） 8 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 975 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,118 △9,724

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,356 △17,890

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,430 7,730

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 765 5,430

受取利息及び受取配当金 △10,122 △6,002

支払利息 15,694 14,467

保険解約返戻金 － △8,483

売上債権の増減額（△は増加） △444,234 555,167

たな卸資産の増減額（△は増加） △91,868 8,276

仕入債務の増減額（△は減少） 418,154 △426,566

為替差損益（△は益） △2,993 △61

破産更生債権等の増減額（△は増加） 1,664 14,323

持分法による投資損益（△は益） 6,527 4,489

その他 58,211 154,550

小計 285,167 382,618

利息及び配当金の受取額 10,122 6,002

保険解約返戻金の受取額 － 8,483

利息の支払額 △14,573 △13,751

法人税等の支払額 △316,495 △46,048

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,779 337,303

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 － △12,009

定期預金の払戻による収入 35,999 40,000

有形固定資産の取得による支出 △2,059 △1,860

有形固定資産の売却による収入 58 －

無形固定資産の取得による支出 △21 △5,191

投資有価証券の取得による支出 △2,634 △2,534

投資有価証券の売却による収入 100 －

貸付金の回収による収入 338 114

差入保証金の回収による収入 249 246

差入保証金の差入による支出 △1,798 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー 30,231 18,720



（単位：千円）

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   

短期借入金の純増減額（△は減少） 47,457 244,261

長期借入金の返済による支出 △31,500 △77,334

社債の償還による支出 △50,000 －

リース債務の返済による支出 △5,306 △15,130

配当金の支払額 △106,855 △68,387

少数株主への配当金の支払額 △750 △300

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,954 83,109

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,712 25,650

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △186,213 464,783

現金及び現金同等物の期首残高 1,687,087 2,321,537

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,500,873 2,786,321



 該当事項はありません。 

  

  前第１四半期連結累計期間（平成20年４月1日～平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間(平成21年

4月1日～平成21年６月30日）において、当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等を事業内容と

しており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報の記載をしておりません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）の所在地別セグメントは以下の通りであ

ります。 

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

     アジア・・・中国、香港、シンガポール、フィリピン、ベトナム 

   ３．会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第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 平成18

年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益

が、日本で20,851千円、アジアで5,617千円それぞれ減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a. 事業の種類別セグメント情報

b. 所在地別セグメント情報

 
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円）  

消去又は全社 

（千円）  

連結 

（千円）  

売上高 

（１）外部顧客に 

対する売上高 

（２）セグメント間 

の内部売上高 

又は振替高   

 

 

 

  

13,097,500

289,151

 

 

 

1,656,308

22,806

 

 

 

14,753,808

311,957

 

 

   

 

－

(311,957)

 

 

 

14,753,808

－

計  13,386,652  1,679,114  15,065,766  (311,957)  14,753,808

営業利益   238,592  17,849  256,442  (709)  255,732



 当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）の所在地別セグメントは以下の通りであ

ります。 

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

     アジア・・・中国、香港、シンガポール、フィリピン、ベトナム 

        

前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年６月30日）の海外売上高は以下の通りであります。 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

    （１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、  

              ベトナム、パキスタン 

    （２）その他・・・・米国、ブラジル 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年６月30日）の海外売上高は以下の通りであります。 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

    （１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム 

    （２）その他・・・・ブラジル 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

 
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円）  

消去又は全社 

（千円）  

連結 

（千円）  

売上高 

（１）外部顧客に 

対する売上高 

（２）セグメント間 

の内部売上高 

又は振替高   

 

 

 

  

8,435,910

178,846

 

 

 

1,056,190

16,512

 

 

 

9,492,101

195,358

 

 

    

 

－

(195,358)

 

 

 

9,492,101

－

計  8,614,757  1,072,702  9,687,459  (195,358)  9,492,101

営業利益   63,327  △2,119  61,208  1,501  62,710

c. 海外売上高

  アジア その他 計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  2,298,706  15,641  2,314,347

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －    14,753,808

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 15.6  0.1  15.7

  アジア その他 計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  1,333,077  1,319  1,334,397

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －    9,492,101

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 14.1  0  14.1

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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