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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 2,303 △29.8 29 △65.1 39 △59.0 23 △55.1
21年3月期第1四半期 3,282 ― 84 ― 95 ― 53 ―

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 4.36 ―
21年3月期第1四半期 9.71 ―

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 10,083 6,548 62.2 1,140.65
21年3月期 10,357 6,528 60.4 1,138.41

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,271百万円 21年3月期  6,259百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

4,700 △31.0 30 △68.7 40 △58.9 30 △44.5 5.46

通期 9,700 △20.2 70 △17.9 60 41.3 50 △1.9 9.09
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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 
 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。 

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 5,500,000株 21年3月期  5,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,758株 21年3月期  1,758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 5,498,242株 21年3月期第1四半期 5,499,038株
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当第１四半期における我が国経済は、世界的な金融危機が実体経済へ波及し昨年から急速に悪化した景
気も、一部の業種や企業において在庫調整が進み、生産に持ち直しの兆しが見られることにより底入れ感
があると言われております。しかし企業業績・雇用情勢の悪化、設備投資・個人消費の低迷、一部原燃料
価格の値上げ動向等、依然として先行き不透明な状況にあり、厳しい状況が続いております。 
 当社グループの関連する、不飽和ポリエステル樹脂市場も、不況により冷え込んだ電子産業等の一部は
持ち直しの動きが見られるものの、自動車産業、住宅建築産業等の全般的な回復はいまだに見えない状況
であり、前年を大きく下回る結果となりました。 
 このような状況下において、当社グループの市場環境も、自動車、住宅等の低迷、輸出品の停滞等、厳
しい状況が続いております。出荷量が低迷する中、拡販・経費削減に勤めましたが、前年を下回る結果と
なりました。 
 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高23億3百万円(前年同期比29.8％減)、経常利益39百万円(前
年同期比59.0％減)、当期純利益23百万円(前年同期比55.1％減)となりました。 
  

  

当第１四半期の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の減少353百万円、受取手形及び売掛金の増
加78百万円、たな卸資産の減少183百万円等があり、また固定資産は80百万円増加となり、総資産は前連
結会計年度末と比較して273百万円減少の10,083百万円となりました。流動負債では支払手形及び買掛金
の減少406百万円等があり、負債合計は前連結会計年度末と比較して293百万円減少し、3,535百万円とな
りました。純資産は、前連結会計年度末と比較して20百万円の増加となり、6,548百万円となりました。 
 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39百万
円の計上に対し、減価償却費67百万円、仕入債務407百万円の減少、たな卸資産190百万円の減少等により
297百万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20百
万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローはリース債務の返済、配当金の支払等によ
り40百万円の減少となりました。この結果、当第１四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353百万円の減少となり、16億64百万円となりました。  

  

当期の業績予想につきましては、本日発表いたしました「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。  

  

該当事項はありません。 
  

・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

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

3

日本ﾕﾋﾟｶ㈱(7891)平成22年3月期第1四半期決算短信

3



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 1,164,524 1,518,446

受取手形及び売掛金 3,154,405 3,075,986

商品及び製品 586,276 766,338

仕掛品 61,189 69,597

原材料及び貯蔵品 365,256 360,631

その他 704,161 598,328

貸倒引当金 △1,532 △1,532

流動資産合計 6,034,281 6,387,797

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 843,127 851,028

機械装置及び運搬具（純額） 999,318 943,633

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 283,443 269,103

有形固定資産合計 3,466,331 3,404,206

無形固定資産 16,907 17,495

投資その他の資産   

その他 566,547 547,899

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 566,347 547,699

固定資産合計 4,049,585 3,969,401

資産合計 10,083,867 10,357,199

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,047,324 2,453,374

短期借入金 142,400 132,200

未払法人税等 28,891 13,215

引当金 39,435 80,227

その他 448,941 297,954

流動負債合計 2,706,993 2,976,972

固定負債   

退職給付引当金 428,420 435,802

役員退職慰労引当金 41,124 56,110

再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532

その他 46,029 47,162

固定負債合計 828,106 851,607

負債合計 3,535,100 3,828,579
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（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) 

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 3,830,924 3,845,428

自己株式 △905 △905

株主資本合計 5,820,558 5,835,062

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,553 7,396

土地再評価差額金 468,798 468,798

為替換算調整勘定 △31,325 △52,021

評価・換算差額等合計 451,026 424,173

少数株主持分 277,181 269,383

純資産合計 6,548,766 6,528,619

負債純資産合計 10,083,867 10,357,199
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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：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 3,282,359 2,303,607

売上原価 2,802,693 1,913,196

売上総利益 479,666 390,411

販売費及び一般管理費   

運搬費 128,469 107,586

その他 266,310 253,224

販売費及び一般管理費合計 394,779 360,811

営業利益 84,886 29,599

営業外収益   

受取利息 1,334 1,158

受取配当金 19,706 11,460

その他 1,016 1,949

営業外収益合計 22,057 14,568

営業外費用   

支払利息 390 561

売上割引 2,828 1,676

たな卸資産廃棄損 3,597 －

その他 4,265 2,620

営業外費用合計 11,081 4,858

経常利益 95,861 39,310

特別損失   

固定資産廃棄損 2,544 24

特別損失合計 2,544 24

税金等調整前四半期純利益 93,317 39,285

法人税等 42,792 27,387

少数株主損失（△） △2,853 △12,085

四半期純利益 53,377 23,983
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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）

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 93,317 39,285

減価償却費 54,023 67,323

売上債権の増減額（△は増加） △58,693 △77,650

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,468 190,268

仕入債務の増減額（△は減少） △117,304 △407,206

その他 2,879 △107,622

小計 △38,246 △295,601

利息及び配当金の受取額 － 12,618

利息の支払額 － △561

法人税等の支払額 △119,748 △13,961

その他の支出 △153 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △158,148 △297,505

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 △291,396 △19,803

その他 302 △351

投資活動によるキャッシュ・フロー △291,094 △20,154

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 141,300 －

長期借入金の返済による支出 △58,400 －

リース債務の返済による支出 － △1,524

配当金の支払額 △38,493 △38,592

財務活動によるキャッシュ・フロー 44,406 △40,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 220 3,854

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △404,615 △353,921

現金及び現金同等物の期首残高 2,564,994 2,018,446

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,160,378 1,664,524
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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。 

  

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。 

  

(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 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

（単位：千円）

事業部門 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 前年同四半期比(％)

汎用樹脂部門 1,034,794 713,340 △31.1

高機能性樹脂部門 1,898,798 1,293,203 △31.9

合計 2,933,592 2,006,543 △31.6

(2) 商品仕入実績

（単位：千円）

事業部門 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 前年同四半期比(％)

汎用樹脂部門 166,038 90,379 △45.6

高機能性樹脂部門 39,630 53,010 33.8

合計 205,668 143,389 △30.3

(3) 販売実績

（単位：千円）

事業部門 前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間 前年同四半期比(％)

汎用樹脂部門 1,249,040 878,687 △29.7

高機能性樹脂部門 2,033,318 1,424,920 △29.9

合計 3,282,359 2,303,607 △29.8

相手先

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）

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

三菱瓦斯化学㈱ 587,110 17.9 462,281 20.1 

9

日本ﾕﾋﾟｶ㈱(7891)平成22年3月期第1四半期決算短信

9




