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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 2,573 △28.0 △15 ― 6 △97.6 △77 ―

21年3月期第1四半期 3,572 ― 213 ― 266 ― 165 ―

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 △15.39 ―

21年3月期第1四半期 31.70 ―

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 13,731 10,128 73.7 2,020.96
21年3月期 14,149 10,271 72.5 2,049.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  10,119百万円 21年3月期  10,264百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 20.00 20.00

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

5,390 △25.5 230 △55.1 220 △59.7 48 △85.8 9.59

通期 11,050 △15.7 470 △19.3 450 △15.5 180 △48.7 35.94
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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、４ページ「定性的情報・財務諸表等」その他４（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 

本資料に記載されている業績見直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ください。 

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 5,817,600株 21年3月期  5,817,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  810,322株 21年3月期  809,782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 5,007,320株 21年3月期第1四半期 5,208,293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 

当第１四半期連結会計期間における国内外経済は、金融資本市場の混乱は収束しつつあり、景気後退も一部

では回復の兆しがみられるものの、依然として厳しい状況が続いており、企業収益の改善も遅れております。 

研磨布紙業界におきましても、国内市場は自動車関連分野での落ち込みに回復感がなく、輸出市場において

も、なお在庫調整の局面が見られました。 

このような環境の中にありまして、当社グループは、国内市場におきましては、自動車関連分野の落ち込み、

IT精密研磨分野での低迷の影響を引き続き受けました。一方、輸出市場では、中国を中心とするアジア市場に

おける営業活動の強化、北米市場の営業基盤回復に注力いたしましたが、アジア市場におきましてはベトナム

など一部の地域では前年並みを確保したものの、引き続き中国・台湾市場における在庫調整の影響、北米市場

での米国の景気後退の影響を受けました。 

その結果、売上高は、国内市場におきましては19億円（前年同四半期比28.4％減)、輸出市場におきましても、

売上高は６億７千２百万円（前年同四半期比26.7％減)と前年同四半期を大きく下回りました。この結果、全体

では25億７千３百万円（前年同四半期比28.0％減）と大幅な減収となりました。 

売上原価は、生産数量の減少により生産性が悪化し、コスト削減に努めましたものの、前年同四半期比で原

価率は4.9ポイント悪化しました。販売費及び一般管理費につきましてもコスト削減により、前年同四半期比

22.1％を削減したものの１千５百万円の営業損失（前年同四半期は２億１千３百万円の営業利益）となりまし

た。 

経常利益は、投資有価証券評価戻入益等により６百万円（前年同四半期比97.6％減）となりました。 

四半期純損失は特別損失１千８百万円、過年度法人税等戻入額５百万円、法人税等調整額７千１百万円等に

より７千７百万円（前年同四半期は１億６千５百万円の四半期純利益）となりました。 

所在地別セグメントは次のとおりであります。 

①日本 

国内は、前述の理由により売上高は24億７千７百万円（前年同四半期比28.2％減）、営業損失は１千３百万

円（前年同四半期は２億３千４百万円の営業利益）となりました。 

②北米 

北米及びカナダは、厳しい経済環境の中で営業基盤回復に注力いたしましたが、売上高は１億１千９百万円

（前年同四半期比39.5％減）、営業損失は４百万円（前年同四半期は２千３百万円の営業損失）となりました。 

 

２．連結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１四半期連結会計期間末における総資産は137億３千１百万円となり、前連結会計年度末に比べ、４億１

千８百万円の減少となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億９千１百万円減少し98億４千9百万

円となりました。これは主に現金及び預金が１億９千３百万円、受取手形及び売掛金が１億２千万円減少した

ことによるものです。固定資産は、前連結会計年度末に比べ２千６百万円減少し38億８千１百万円となりまし

た。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は36億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ、２億７千４百万円の

減少となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ２億１千７百万円の減少となりました。これは主に

支払手形及び買掛金が１億２千万円、賞与引当金が１億５百万円減少したことによるものです。固定負債は、

前連結会計年度末に比べ５千６百万円減少し12億６千１百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は101億２千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ、１億４千３百

万円の減少となりました。これは主に利益剰余金が１億７千７百万円減少したことによるものです。 

②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（以下「資金」という。）は、34億１千４百万円

で前年同四半期と比べて14億１千万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

当第１四半期連結会計期間の営業活動の結果得られました資金は９千９百万円（前年同四半期比４億３千１

百万円の増加）となっております。これは主に、売上債権の減少額１億２千１百万円、たな卸資産の減少額７

千９百万円等の増加要因、仕入債務の減少額１億１千４百万円等の減少要因によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

当第１四半期連結会計期間の投資活動に使用しました資金は９千９百万円（前年同四半期比35.5％）となっ

ております。これは主に、有価証券の取得による支出１億９千９百万円と有価証券の償還による収入１億円に
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よるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間の財務活動の結果使用しました資金は１億９千４百万円（前年同四半期比

146.2％）となっております。これは主に配当金の支払額９千６百万円、長期借入金の返済による支出６千１百

万円、リース債務の返済による支出４千６百万円によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、景気回復の見通しは依然不透明であり、需要の低迷が当面続くものと思われ

ます。当社グループの事業領域におきましても、期初に想定しておりましたとおり、厳しい事業環境が継続す

るものと思われます。このような環境下におきまして、当社の業績はほぼ計画通りに推移しており、平成22年3

月期の連結業績予想につきましては、当初予想に変更はありません。 

 

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 

①一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。 

②たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、一部実地たな卸を省略し、前連結会計年度末

の実地たな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、たな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、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。 

(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 

該当事項はありません。 
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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 3,414,336 3,608,191

受取手形及び売掛金 3,123,521 3,244,319

有価証券 99,310 －

商品及び製品 777,236 834,220

仕掛品 1,601,613 1,620,195

原材料及び貯蔵品 714,806 717,426

繰延税金資産 57,507 135,836

未収法人税等 25,230 －

その他 42,228 87,574

貸倒引当金 △6,021 △6,249

流動資産合計 9,849,769 10,241,515

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,079,488 3,077,195

減価償却累計額 △1,738,464 △1,706,132

建物及び構築物（純額） 1,341,023 1,371,063

機械装置及び運搬具 3,998,469 3,985,976

減価償却累計額 △2,817,839 △2,772,166

機械装置及び運搬具（純額） 1,180,630 1,213,810

工具、器具及び備品 398,310 392,807

減価償却累計額 △348,029 △341,522

工具、器具及び備品（純額） 50,281 51,284

土地 155,065 155,018

建設仮勘定 3,832 9,651

有形固定資産合計 2,730,832 2,800,827

無形固定資産   

のれん 1,531 2,041

その他 76,533 81,404

無形固定資産合計 78,064 83,446

投資その他の資産   

投資有価証券 679,935 629,931

繰延税金資産 194,117 192,662

破産更生債権等 33,040 32,897

その他 230,605 233,545

貸倒引当金 △64,998 △65,341

投資その他の資産合計 1,072,699 1,023,695

固定資産合計 3,881,597 3,907,968

資産合計 13,731,366 14,149,484
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,523,910 1,644,033

1年内返済予定の長期借入金 240,633 241,145

リース債務 124,657 146,047

未払金 97,659 94,573

未払法人税等 2,887 22,374

賞与引当金 72,726 177,935

設備関係支払手形 7,265 7,753

その他 271,533 225,056

流動負債合計 2,341,273 2,558,918

固定負債   

長期借入金 900,804 960,684

リース債務 24,098 37,660

繰延税金負債 － 302

退職給付引当金 155,876 141,039

役員退職慰労引当金 181,179 179,110

固定負債合計 1,261,958 1,318,797

負債合計 3,603,232 3,877,716

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,280 573,280

資本剰余金 559,555 559,555

利益剰余金 9,997,491 10,174,723

自己株式 △916,246 △915,781

株主資本合計 10,214,080 10,391,776

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,876 24,550

為替換算調整勘定 △126,469 △151,381

評価・換算差額等合計 △94,593 △126,830

新株予約権 8,646 6,820

純資産合計 10,128,133 10,271,767

負債純資産合計 13,731,366 14,149,484
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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 3,572,957 2,573,312

売上原価 2,619,832 2,012,619

売上総利益 953,124 560,692

販売費及び一般管理費 739,563 575,806

営業利益又は営業損失（△） 213,561 △15,113

営業外収益   

受取利息 2,521 3,679

受取配当金 4,566 3,363

為替差益 45,823 －

持分法による投資利益 18 4,234

投資有価証券評価損戻入益 － 16,790

その他 2,285 3,303

営業外収益合計 55,215 31,370

営業外費用   

支払利息 1,386 5,822

為替差損 － 3,511

その他 411 523

営業外費用合計 1,797 9,856

経常利益 266,979 6,400

特別利益   

前期損益修正益 － 1,294

特別利益合計 － 1,294

特別損失   

固定資産除却損 1,376 －

前期損益修正損 － 18,498

特別損失合計 1,376 18,498

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

265,602 △10,803

法人税、住民税及び事業税 47,714 456

法人税等還付税額 △20,691 －

過年度法人税等戻入額 － △5,943

法人税等調整額 73,479 71,758

法人税等合計 100,503 66,272

四半期純利益又は四半期純損失（△） 165,099 △77,075
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

265,602 △10,803

減価償却費 82,681 86,421

のれん償却額 510 510

賞与引当金の増減額（△は減少） △121,535 △105,209

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,060 △3,661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,205 2,068

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,549 △570

受取利息及び受取配当金 △7,087 △7,042

支払利息 1,386 5,822

持分法による投資損益（△は益） △18 △4,234

為替差損益（△は益） △14,645 1,947

投資有価証券評価損益（△は益） － △16,790

固定資産除売却損益（△は益） 1,376 －

前期損益修正損益（△は益） － 17,203

売上債権の増減額（△は増加） 106,510 121,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △301,520 79,348

仕入債務の増減額（△は減少） △43,353 △114,151

その他 △21,490 71,648

小計 △57,988 124,139

利息及び配当金の受取額 7,844 6,754

利息の支払額 △1,261 △4,487

法人税等の支払額 △280,649 △27,101

営業活動によるキャッシュ・フロー △332,054 99,304

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 100,000

有価証券の取得による支出 △52,922 △199,160

有形固定資産の取得による支出 △212,915 △11,271

有形固定資産の除却による支出 △1,100 －

投資有価証券の取得による支出 △10,000 －

貸付金の回収による収入 64 65

その他 △2,666 11,032

投資活動によるキャッシュ・フロー △279,538 △99,333

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 △306 △61,161

セールス・アンド・リースバックによる収入 285,600 10,707

リース債務の返済による支出 △252,808 △46,954

配当金の支払額 △164,974 △96,213

自己株式の取得による支出 △288 △464

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,777 △194,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,357 259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △724,013 △193,854

現金及び現金同等物の期首残高 2,728,325 3,608,191

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,004,311 3,414,336
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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) セグメント情報 

a．事業の種類別セグメント情報 

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） 

研磨事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

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） 

研磨事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額に占める割合

がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 日本(千円) 北米(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 3,374,977 197,980 3,572,957 － 3,572,957

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

75,734 － 75,734 △75,734 －

計 3,450,711 197,980 3,648,691 △75,734 3,572,957

営業利益又は営業損失（△） 234,821 △23,311 211,509 2,052 213,561

(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とおりであります。 

北米･･････米国、カナダ 

３．追加情報 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

当社の機械装置については、従来、耐用年数を８～10年としておりましたが、法人税法の改正による

法定耐用年数の変更に伴い、資産の利用状況を見直した結果、第１四半期連結会計期間より８～９年に

変更しております。 

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2,311千円減少しておりま

す。 

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） 

 日本(千円) 北米(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 2,453,555 119,757 2,573,312 － 2,573,312

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

23,888 － 23,888 △23,888 －

計 2,477,444 119,757 2,597,201 △23,888 2,573,312

営業利益又は営業損失（△） △13,045 △4,184 △17,229 2,116 △15,113

(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とおりであります。 

北米･･････米国、カナダ 
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【海外売上高】 

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） 

 北米 東・東南アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 197,980 674,848 44,840 917,668

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 3,572,957

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

5.5 18.9 1.3 25.7

(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とおりであります。 

(1) 北米･････････････米国、カナダ 

(2) 東・東南アジア･･･中国、台湾、マレーシア、タイ他 

(3) その他･･･････････欧州、オセアニア他 

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） 

 北米 東・東南アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 128,590 538,570 5,742 672,903

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 2,573,312

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

5.0 20.9 0.2 26.1

(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とおりであります。 

(1) 北米･････････････米国、カナダ 

(2) 東・東南アジア･･･中国、台湾、マレーシア、タイ他 

(3) その他･･･････････欧州、オセアニア他 

 

(6) 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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