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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 965 △17.3 11 ― 34 ― 28 446.3
21年3月期第1四半期 1,167 ― △51 ― △17 ― 5 ―

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 3.46 ―

21年3月期第1四半期 0.62 ―

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 12,975 11,817 91.1 1,453.11
21年3月期 12,963 11,712 90.4 1,440.12

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  11,817百万円 21年3月期  11,712百万円

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）

8.00 ― 8.00 16.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

2,200 △13.7 100 751.7 150 64.6 80 60.9 9.84

通期 4,600 △6.0 200 602.2 300 76.9 160 386.4 19.67



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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．その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 8,930,000株 21年3月期 8,930,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 797,150株 21年3月期 796,850株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 8,132,925株 21年3月期第1四半期 8,376,550株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 



 当第１四半期累計期間のわが国経済は、昨年秋以降の金融経済危機による景気悪化のペースは弱まりつつあるも

のの、依然として設備投資の減少、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など厳しい状況が続いております。 

 このような環境のもと当社は、化粧板部門では、不燃メラミン化粧板「パニートスリム」及び「パニートスーパ

ースリム」は、デリバリーサービスの向上に努め、リフォーム市場での需要が増加したことにより、販売は増加い

たしました。しかしながら、オフィス家具用高圧メラミン化粧板及び商業施設関連用高圧メラミン化粧板について

は、企業業績の低迷によりオフィスビルの移転・リニューアルや商業施設の新設・改装は低調であり、販売は減少

いたしました。その結果、化粧板部門の売上高は595百万円（前年同四半期比81.0％)となりました。電子材料部門

では、業界の一部では在庫調整が進展し、生産回復の動きがみられるものの、前年同時期に比べると需要は落ち込

んでおり、当社のプリント基板用フェノール樹脂積層板の販売も減少いたしました。その結果、電子材料部門の売

上高は188百万円（前年同四半期比71.6％）となりました。ケミカルアンカー部門では、耐震補強工事の必要性・重

要性の認識の高まりと政府の景気対策の補正予算の効果により、耐震補強工事を主体とした公共事業での需要が増

加傾向にあり、販売は増加いたしました。その結果、ケミカルアンカー部門の売上高は182百万円（前年同四半期比

107.6％）となりました。 

 これらの結果、売上高は965百万円（前年同四半期比82.7％）、経常利益は34百万円（前年同四半期は経常損失17

百万円）、四半期純利益は28百万円（前年同四半期比546.3％）となりました。 

  

 当第１四半期末における総資産は、前期末に比べて12百万円増加し、12,975百万円となりました。これは主に、受

取手形及び売掛金は減少したものの、有価証券が増加したこと等によるものです。負債は前期末に比べて92百万円減

少し、1,157百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が減少したこと等によるものです。また、純資

産は前期末に比べて105百万円増加し、11,817百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が増加

したこと等によるものです。 

  

 平成21年５月15日に発表いたしました第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、現時点において

変更はありません。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算

 定しております。  

  

②棚卸資産の評価方法 

  当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前事業年度に係る実地棚卸

 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。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算出し

 ております。 

  

④繰延税金資産の回収可能性の判断 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業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。 

  

⑤税金費用の計算 

  税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業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。 

  

  

 ・たな卸資産の評価方法の変更 

 たな卸資産の評価方法について、従来、たな卸資産のうち商品については個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりましたが、当第１四半期会計期間

より、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に変更

しております。この変更は、期間損益の適正化及び事務処理の迅速化・効率化を図ることを目的として行った

ものであります。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,307,989 1,403,507

受取手形及び売掛金 1,537,149 1,682,597

有価証券 3,186,878 2,222,676

商品及び製品 254,152 252,959

仕掛品 44,098 30,947

原材料及び貯蔵品 183,643 222,896

その他 122,037 106,022

貸倒引当金 △11,528 △12,619

流動資産合計 6,624,421 5,908,987

固定資産   

有形固定資産 2,743,586 2,786,962

無形固定資産 7,081 7,581

投資その他の資産   

投資有価証券 3,060,230 3,652,898

その他 586,625 653,144

貸倒引当金 △46,136 △46,136

投資その他の資産合計 3,600,719 4,259,907

固定資産合計 6,351,388 7,054,451

資産合計 12,975,809 12,963,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 682,679 753,072

未払法人税等 21,505 28,699

引当金 31,604 45,185

その他 221,792 226,990

流動負債合計 957,581 1,053,948

固定負債   

役員退職慰労引当金 200,278 196,813

固定負債合計 200,278 196,813

負債合計 1,157,860 1,250,762



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,515,383 2,515,383

資本剰余金 2,305,533 2,305,533

利益剰余金 7,340,012 7,376,900

自己株式 △365,254 △365,137

株主資本合計 11,795,674 11,832,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,275 △120,002

評価・換算差額等合計 22,275 △120,002

純資産合計 11,817,949 11,712,676

負債純資産合計 12,975,809 12,963,438



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,167,371 965,691

売上原価 844,828 631,004

売上総利益 322,543 334,686

販売費及び一般管理費 374,182 323,543

営業利益又は営業損失（△） △51,638 11,143

営業外収益   

受取利息 13,021 22,912

受取配当金 15,182 4,535

その他 8,223 351

営業外収益合計 36,427 27,799

営業外費用   

売上割引 2,174 2,305

租税公課 － 1,889

その他 532 137

営業外費用合計 2,706 4,333

経常利益又は経常損失（△） △17,916 34,609

特別利益   

投資有価証券売却益 68,713 19,380

その他 1,506 1,090

特別利益合計 70,219 20,470

特別損失   

投資有価証券売却損 35,575 －

投資有価証券評価損 － 1,326

その他 4,255 318

特別損失合計 39,831 1,644

税引前四半期純利益 12,471 53,435

法人税等 7,313 25,258

四半期純利益 5,158 28,177



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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