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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 498 △41.6 △21 ― △21 ― △13 ―

21年3月期第1四半期 853 ― 20 ― 20 ― 11 ―

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 △1.01 ―

21年3月期第1四半期 0.87 ―

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 1,994 1,142 57.3 87.92
21年3月期 2,015 1,155 57.3 88.92

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,142百万円 21年3月期  1,155百万円

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 ― ― ― ― 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― 0.00

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

1,200 △29.2 △10 ― △12 ― △8 ― △0.66

通期 2,500 △14.8 29 ― 27 327.1 13 727.3 1.00
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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  無  

(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） 

(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 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 13,000,000株 21年3月期  13,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,557株 21年3月期  10,257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 12,989,703株 21年3月期第1四半期 12,991,433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条件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、４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」をご覧下さい。 
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間のわが国経済は、昨秋よりの海外経済の急激な悪化の影響をまともに受け、企業収益が大幅

に悪化、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費も低迷している状況です。一方、原油価格は反転下落後も不

安定な動きですが、輸出や生産は、内外の在庫調整が進み、回復の兆しが伺えます。国内での景気に最も影響する自

動車・電機業界でも、在庫調整が進み、景気も下げ止まり、やや上向きの様相です。 

 このような情勢のもとに、当社は「環境と健康」を事業の中心テーマとして、各種ビジネスチャンスに対して積極

的に挑戦し、全分野での効率化と合理化に精力的に取組んでまいりました。  

 以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は498百万円（前年同期比41.6％減）、売上総利益は61百万円（前年

同期比48.3％減）、営業損失は21百万円（前年同期は営業利益20百万円）、経常損失は21百万円（前年同期は経常利

益20百万円）、四半期純損失は13百万円（前年同期は四半期純利益11百万円）となりました。 

 主要な部門別の営業概況は、次のとおりです。  

（化成部門）  

 わが国の成形用ナイロン樹脂は急激な景気後退で需要が落ち込み、生産量は前年同期比のほぼ半量となっていま

す。この厳しい環境の下、当社のナイロンを中心とするリサイクル樹脂事業はリサイクル促進という社会環境のもと

新規用途開発、新規ユーザー開拓に努めて、小幅の悪化に止まりました。一方、ユニチカグループからの加工受託事

業については、需要減退の影響から脱しきれず、設備・技術関係の改善により品質、生産性の向上を図ってまいりま

したが、収益面の低下を補えませんでした。 

 その結果、売上高は370百万円（前年同期比47.8％減）、営業損失は23百万円（前年同期は営業利益23百万円）と

なりました。 

（製品部門）  

 国内タオル産業は量販店やギフト業界での需要減退傾向が続く厳しい環境下にあります。こうした中、当社は長年

蓄積した高い技術を活かして、お茶染め商品をはじめとする「自然、環境、安全」に配慮した高品質、高付加価値商

品に特化してまいりましたが、業界全体の減退傾向から脱しきれず、売上高は125百万円（前年同期比11.2％減）、

営業損失は１百万円（前年同期は営業損失１百万円）となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ売上債権26百万円増加、現金及び預金52百万円減

少したこと等により、前事業年度末比20百万円（同1.0%）減少し、1,994百万円となりました。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ仕入債務20百万円増加、借入金24百万円減少したこと等により、前事業

年度末比7百万円（同0.9%）減少し、852百万円となりました。 

 純資産につきましては、当期純損失の計上により利益剰余金が前事業年度末に比べ13百万円減少したこと等によ

り、前事業年度末比13百万円（同1.1%）減少し、1,142百万円となりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ52百万円

減少し、61百万円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果得られた資金は、12百万円（前年同期は62百万円の使用）となりました。主なプラス要因は、減価

償却費20百万円（前年同期比8.1％減）の計上及び仕入債務の増加24百万円（前年同期は92百万円の減少）、その他

流動資産の減少17百万円（前年同期は１百万円の増加）等であり、主なマイナス要因は、税引前四半期純損失21百万

円（前年同期は税引前四半期純利益20百万円）の計上及び売上債権の増加26百万円（前年同期は56百万円の減少）等

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）  

 投資活動の結果使用した資金は、38百万円（前年同期は３百万円の使用）となりました。主な要因は有形固定資産

の取得による支出18百万円（前年同期比375.2％増）と預け金の増加20百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、25百万円（前年同期比3.7％減）となりました。主な要因は長期借入金の返済に

よる支出24百万円（前年同期比等6.1％減）によるものであります。  
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３．業績予想に関する定性的情報 

 今後につきましては、化成部門でのリサイクル樹脂事業は、原料、製品の多様化の推進でほぼ順調に推移し、ま

た、ユニチカからの加工受託事業も、昨年なみには至りませんが需要の回復が期待されます。製品部門では、カテキ

ン製品等の機能商品の拡大を図るものの、量販店やギフト業界の需要減退が続き、小幅ながらも悪化が予想されま

す。このような状況の中で、営業、生産、開発、管理の総力を結集し、大きな環境の変化がない限り、当初の第２四

半期累計期間、通期の業績予想の達成を図ります。 

 よって、第２四半期累計期間及び通期の業績予想は、平成21年５月15日発表の予想を修正しておりません。  

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 

該当事項はありません。  

（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 

該当事項はありません。  
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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 61,254 113,467

受取手形及び売掛金 491,258 465,013

商品及び製品 245,654 241,184

原材料及び貯蔵品 109,421 113,408

預け金 320,000 300,000

その他 44,546 74,613

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 1,271,635 1,307,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 230,322 225,029

機械及び装置（純額） 265,663 270,141

土地 75,322 75,322

その他（純額） 32,900 33,603

有形固定資産合計 604,208 604,097

無形固定資産 4,026 3,581

投資その他の資産   

その他 116,695 102,619

貸倒引当金 △1,844 △1,897

投資その他の資産合計 114,850 100,722

固定資産合計 723,084 708,401

資産合計 1,994,720 2,015,589

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 288,669 268,451

短期借入金 167,046 172,514

未払法人税等 684 1,602

賞与引当金 1,578 7,044

その他 56,130 55,398

流動負債合計 514,108 505,010

固定負債   

長期借入金 179,020 198,398

退職給付引当金 150,213 147,035

その他 9,357 10,038

固定負債合計 338,591 355,471

負債合計 852,699 860,482

純資産の部   

株主資本   

資本金 575,000 575,000

資本剰余金 125,263 125,263

利益剰余金 442,986 456,051

自己株式 △1,229 △1,207

株主資本合計 1,142,020 1,155,107

純資産合計 1,142,020 1,155,107

負債純資産合計 1,994,720 2,015,589
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（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 853,392 498,592

売上原価 735,346 437,555

売上総利益 118,045 61,037

販売費及び一般管理費 97,962 82,081

営業利益又は営業損失（△） 20,082 △21,043

営業外収益   

受取利息 830 1,199

雑収入 1,175 919

営業外収益合計 2,005 2,118

営業外費用   

支払利息 1,203 1,821

雑損失 701 629

営業外費用合計 1,904 2,450

経常利益又は経常損失（△） 20,183 △21,375

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 20,183 △21,375

法人税、住民税及び事業税 237 237

法人税等調整額 8,664 △8,548

法人税等合計 8,901 △8,310

四半期純利益又は四半期純損失（△） 11,282 △13,065
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

20,183 △21,375

減価償却費 22,742 20,897

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,987 3,178

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,835 △5,466

受取利息及び受取配当金 △830 △1,244

支払利息 1,203 1,821

売上債権の増減額（△は増加） 56,458 △26,244

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,917 △482

仕入債務の増減額（△は減少） △92,505 24,217

その他 △1,977 17,823

小計 △34,465 13,124

利息及び配当金の受取額 1,745 1,233

利息の支払額 △1,306 △1,823

法人税等の支払額 △28,146 △475

営業活動によるキャッシュ・フロー △62,172 12,059

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 △3,816 △18,134

無形固定資産の取得による支出 － △750

貸付金の回収による収入 375 160

預け金の増減額（△は増加） － △20,000

その他 240 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,201 △38,724

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △26,468 △24,846

自己株式の取得による支出 △71 △21

その他 － △680

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,539 △25,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △91,913 △52,212

現金及び現金同等物の期首残高 298,825 113,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 206,911 61,254
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（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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