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1.  平成21年12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） 

当社は、平成21年12月期より決算期を３月末日から12月末日に変更しております。詳細につきましては、平成21年５月13日発表の「決算期（事業年度の末
日）の変更に関するお知らせ」及び同日発表の「定款の一部変更のお知らせ」をご参照ください。 

(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 ％

21年12月期第1四半期 6,548 △1.4 256 23.9 265 26.0 135 △10.1

21年3月期第1四半期 6,639 ― 207 ― 210 ― 150 ―

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

21年12月期第1四半期 3.39 ―

21年3月期第1四半期 3.77 ―

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

21年12月期第1四半期 35,194 27,705 78.7 692.67
21年3月期 35,786 27,802 77.7 695.09

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  27,705百万円 21年3月期  27,802百万円

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  

当期の配当予想は、決算期変更に伴い9ヶ月間の変則決算を前提としております。 

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 14.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

5.00 ― 2.50 7.50

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成21年12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  
当社は、当期において決算期を３月末日から12月末日へ変更するため、決算期間は平成21年12月末日までの9ヶ月間となります。このため通期業績予想
は９ヶ月間の予想数値を記載しており、対前期増減率を記載しておりません。 

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

14,000 △2.2 600 44.3 600 43.7 300 112.4 7.50

通期 22,000 ― 1,100 ― 1,100 ― 550 ― 13.75
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。〕 

(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） 

〔（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。〕 

(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 

 平成21年５月13日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも当初予想を修正しておりません。詳細につきましては、５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。 
 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、本資料の発表日現在の見通しに基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の
業績が予想数値と大幅に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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 40,000,000株 21年3月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,766株 21年3月期  1,766株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 39,998,234株 21年3月期第1四半期 39,998,234株
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【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 

増 減  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 伸率 

 

売 上 高 

営 業 利 益 

経 常 利 益 

四 半 期 純 利 益 

百万円 

6,639 

207 

210 

150 

百万円 

6,548 

256 

265 

135 

百万円 

△91  

49  

54  

△15  

％ 

△1.4 

23.9 

26.0 

△10.1 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、昨年秋からの急激な景気後退に伴う需要低迷の影響を受け、65

億 4千 8百万円(前年同期比 1.4％減)となりました。なお、昨年 10月から新たに連結子会社となったミク

ニプラスチックス㈱の売上高 4億 1千 1百万円が加わっております。 

売上原価は、生産量の減少、コスト削減効果、および原材料価格の低下などにより 43 億７千９百万円

（同 6.3％減）となりました。販売費及び一般管理費は、来年からの基幹システム変更に伴う費用の増加

やミクニプラスチックス㈱の経費が新たに加わったことなどにより、19億１千２百万円(同 8.7％増)とな

りました。この結果、営業利益は２億５千６百万円（同 23.9％増）となりました。 

特別損益は貸倒引当金戻入額などが減少したことにより、前年同期に比べて５千万円減少しました。以

上の結果、四半期純利益は１億 3千 5百万円（同 10.1％減）となりました。 

 

事業部門別の業績の状況は次のとおりであります。           （単位:百万円） 
売上高 営業利益 

事業部門 
前四半期 当四半期 増減 前四半期 当四半期 増減 

管 工 機 材 部 門 

ライフサポート部門 

成 形 材 部 門 

環境ビジネス部門 

3,899 

1,838 

831 

70 

3,784 

1,975 

739 

47 

△114 

137 

△91 

△22 

58 

132 

49 

△32 

54 

202 

43 

△43 

△4 

70 

△5 

△11 

合  計 6,639 6,548 △91 207 256 49 

事業区分の変更について 

当第 1 四半期連結累計期間より、新たに「環境ビジネス部門」を設け、従来の「ライフサポート部門」に含まれ

ていた分別ゴミ容器等の環境用品、および「成形材部門」に含まれていたリサイクル関連製品を区分しました。こ

れは、当社の重点指向分野の１つである環境事業により一層注力するため、本年４月に組織改革を行い、４事業部

制に改編したことによるものであります。また、従来「成形材部門」に含まれていたＦＲＰ補強タンク類を担当組

織にあわせて「管工機材部門」に区分変更しております。 

なお、前年同四半期との比較を容易にするため、前年同四半期における事業区分を変更後の区分にあわせて組み

替えております。 

（管工機材部門） 

管工機材関連製品は全般に需要低迷が続き、売上高は 37億８千４百万円（前年同期比 2.9％減）となり

ました。営業利益については、販売数量の減少および稼働率の大幅な低下により、５千４百万円（同 6.9％

減）となりました。なお、ミクニプラスチックス㈱の製品は管工機材部門に区分しております。 

（ライフサポート部門） 

漬物用品は梅漬用途の需要が好調であったことなどから前年に比べて増加しましたが、家庭用日用雑貨

品全体としては消費減退の影響を受けて減少しました。一方、介護・福祉関連製品の伸び率は鈍化したも

のの、概ね堅調に推移しました。この結果、ライフサポート部門全体の売上高は 19 億７千５百万円（前

年同期比 7.5％増）となりました。営業利益につきましては、きめ細かい利益管理策、およびコスト削減

の効果により２億２百万円（同 52.9％増）となりました。 
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（成形材部門） 

エラストマーコンパウンドは、昨年後半から大幅に需要が低迷していた一部の国内ユーザーに回復の兆

しが見られたものの、海外向けが低迷を続けるなど、全般に回復の足取りは重く低調に推移しました。特

定需要家向け合成樹脂成形製品は在庫調整の影響を受け、出荷が減少しました。この結果、成形材部門全

体の売上高は７億３千９百万円（前年同期比 11.1％減）、営業利益は４千３百万円（同 10.8％減）となり

ました。 

（環境ビジネス部門） 

環境用品は、分別ごみ容器等がオフィス向け需要の低迷により大幅に減少しました。この結果、環境ビ

ジネス部門全体の売上高は４千７百万円（前年同期比 31.7％減）となりました。営業損益は、リサイクル

関連の新製品開発費用などを補いきれず、４千３百万円の営業損失となりました。（前年同期は３千２百

万円の営業損失） 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

増 減  前連結会計年度末 

(平成 21年３月 31日) 

当第１四半期連結 

会計期間末 

(平成 21年６月 30日) 
金 額 伸率 

 

総 資 産 

負 債 の 部 

純 資 産 の 部 

百万円 

35,786 

7,984 

27,802 

百万円 

35,194 

7,489 

27,705 

百万円 

△591 

△494 

△96 

％ 

△1.7 

△6.2 

△0.3 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 351億９千４百万円となり、前連結会計年度末に比べて５億９

千 1百万円減少しました。資産の部は流動資産が６億４千２百万円減少、固定資産が５千万円増加しまし

た。流動資産は、受取手形及び売掛金が 12 億１千７百万円、たな卸資産が１億４千４百万円いずれも減

少し、現金及び預金(関係会社預け金を含む)が６億８千万円増加しております。 

負債の部合計は74億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億９千４百万円減少しました。

このうち流動負債が４億９千３百万円、固定負債が１百万円いずれも減少しました。流動負債の主な増減

は、買掛金が８億６千２百万円減少した一方、賞与引当金が１億９千９百万円、その他流動負債（設備未

払金等）が１億９千７百万円増加しております。純資産の部合計は 277億５百万円となり、前連結会計年

度末に比べて９千６百万円減少しました。これは利益剰余金などの減少によるものであります。 

 

 

 

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 

投資活動によるキャッシュ･フロー 

財務活動によるキャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物四半期末残高 

百万円 

1,237 

△167 

△290 

7,933 

百万円 

1,251 

△275 

△294 

9,438 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は期首に比べて６億８千万円増加し、

94億３千８百万円となりました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、12億５千１百万円の収入（前年同四半期比１千４百万

円の収入増）となりました。主な収入の要因は売上債権の回収 12 億１千７百万円、減価償却費４億円な

どであります。一方、主な支出の要因は仕入債務の減少８億６千２百万円などであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出など２億７千５百万円の支出（前年

同四半期比１億８百万円の支出増）となりました。 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、配当金の支払額など２億９千４百万円の支出（前年

同四半期比３百万円の支出増）となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後、景気の本格的な回復には相当の時間を要するものと予想されますが、当第１四半期連結累計期間

は、売上高が計画を若干下回ったものの、利益面では概ね当初計画のとおり推移しており、第２四半期連

結累計期間及び通期の業績予想の修正は行っておりません。 

各事業部門別の状況は次のとおりであります。 

管工機材部門は、製品需要の低迷が長期化すると考えております。また、原材料価格は、今後、再び上

昇の兆しが見られるなど、予断を許さない状況となっております。このため、引き続き利益確保に注力い

たします。 

ライフサポート部門は、家庭用日用雑貨品の需要低迷が続くものの、介護･福祉関連製品は引き続き堅

調が見込まれ、部門全体として当初計画を上回るよう注力いたします。 

成形材部門は需要家の在庫調整が一段落し、医療･食品向けは前年並、工業用途その他については緩や

かに回復すると予想しており、概ね当初計画のとおり推移するものと考えております。 

環境ビジネス部門は、当面厳しい状況が続くと予想しており、引き続き新製品開発に注力いたします。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

（簡便な会計処理） 

1.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出しております。 

2.法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

   該当事項はありません。 

 

(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 

会計処理基準に関する事項の変更 

（クレーム関係費用計上方法の変更） 

従来、販売した製品に係るクレーム関係費用は、営業外費用の「雑損失」に計上しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より販売費及び一般管理費として処理する方法に変更しております。 

この変更は、中期経営計画において品質保証の強化を重点実施項目として取り上げ、各種施策を

実施しており、クレーム関係費用が通常の営業活動に直接関連して毎期経常的に発生すると考えら

れるようになったことから、収益と費用の対応関係をより適正に表示するために行うものでありま

す。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。 



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 1,413 1,422 

受取手形及び売掛金 8,919 10,136 

商品及び製品 2,912 2,941 

仕掛品 235 259 

原材料及び貯蔵品 797 889 

関係会社預け金 8,084 7,394 

その他 526 470 

貸倒引当金 △68 △52 

流動資産合計 22,821 23,463 

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,389 4,389 

その他（純額） 6,750 6,804 

有形固定資産合計 11,140 11,194 

無形固定資産 295 249 

投資その他の資産   

投資有価証券 444 393 

その他 518 584 

貸倒引当金 △25 △98 

投資その他の資産合計 937 880 

固定資産合計 12,373 12,323 

資産合計 35,194 35,786 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,857 4,719 

1年内返済予定の長期借入金 22 22 

未払法人税等 225 253 

賞与引当金 510 311 

その他 1,090 892 

流動負債合計 5,706 6,199 

固定負債   

長期借入金 81 87 

退職給付引当金 208 208 

その他 1,492 1,489 

固定負債合計 1,782 1,784 

負債合計 7,489 7,984 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,220 4,220 

資本剰余金 3,542 3,542 

利益剰余金 19,863 20,007 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 27,624 27,769 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80 32 

評価・換算差額等合計 80 32 

純資産合計 27,705 27,802 

負債純資産合計 35,194 35,786 
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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 6,639 6,548 

売上原価 4,672 4,379 

売上総利益 1,966 2,169 

販売費及び一般管理費 1,759 1,912 

営業利益 207 256 

営業外収益   

受取利息 22 19 

受取配当金 3 2 

雑収入 9 12 

営業外収益合計 36 34 

営業外費用   

支払利息 11 10 

売上割引 12 9 

雑損失 9 5 

営業外費用合計 32 25 

経常利益 210 265 

特別利益   

投資有価証券売却益 20 － 

貸倒引当金戻入額 48 9 

特別利益合計 69 9 

特別損失   

固定資産除売却損 4 3 

事務所移転費用 8 － 

特別損失合計 12 3 

税金等調整前四半期純利益 267 271 

法人税、住民税及び事業税 141 202 

法人税等調整額 △24 △66 

法人税等合計 116 136 

四半期純利益 150 135 
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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 267 271 

減価償却費 411 400 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 0 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 △7 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53 △56 

受取利息及び受取配当金 △26 △22 

支払利息 11 10 

賞与引当金の増減額（△は減少） 189 199 

製品回収引当金の増減額（△は減少） △1 △3 

固定資産除売却損益（△は益） 4 3 

投資有価証券売却損益（△は益） △20 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,422 1,217 

たな卸資産の増減額（△は増加） △134 144 

仕入債務の増減額（△は減少） △565 △862 

その他の資産・負債の増減額 △9 145 

小計 1,466 1,440 

利息及び配当金の受取額 26 22 

利息の支払額 △2 △0 

法人税等の支払額 △253 △210 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,237 1,251 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △198 △274 

投資有価証券の売却による収入 27 － 

その他 3 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △167 △275 

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 △8 △5 

配当金の支払額 △280 △280 

その他 △2 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー △290 △294 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 779 680 

現金及び現金同等物の期首残高 7,154 8,757 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,933 9,438 
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(4)継続企業の前提に関する注記 

 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。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 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。

 




