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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 14,329 △19.4 749 15.9 986 △13.5 609 △44.6

21年3月期第1四半期 17,787 ― 646 ― 1,140 ― 1,099 ―

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 5.45 ―

21年3月期第1四半期 9.70 ―

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 65,986 38,339 58.1 342.65
21年3月期 64,441 36,274 56.3 324.19

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  38,339百万円 21年3月期  36,274百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.75 ― 3.75 7.50

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

30,000 △18.3 800 △28.5 1,100 △34.3 700 △49.3 6.26

通期 65,000 △10.2 2,300 9.0 2,600 5.9 1,600 14.0 14.30

－1－



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】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） 

(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 

・上記に記載した予想数値は、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
上記予想数値と異なる可能性があります。 

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 116,996,839株 21年3月期  116,996,839株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  5,105,107株 21年3月期  5,101,061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 111,893,154株 21年3月期第1四半期 113,328,226株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年からの景気後退が続く状況から企業収益の悪

化、過剰在庫是正のための生産調整、民間設備投資の縮小、また個人消費の低迷が依然続いておりま

す。 

 このような状況のなか、当第１四半期連結会計期間は各産業分野の不況の影響により需要が減退し、

自動車内装材関連部門をはじめ当社の各部門にて売上高が減少しております。しかしながら、前年同期

と違い原材料価格が比較的安定的に推移したことおよび為替レートの変動も少なかったこと、さらにコ

ストダウンと経費削減に注力し、売上高が減少する環境下でも営業利益を確保できる体制作りに邁進し

た結果、営業利益は前年同期を上回ることができました。 

 結果、売上高は143億29百万円（前年同期比19.4％減）、営業利益は７億49百万円（前年同期比

15.9％増）、経常利益は９億86百万円（前年同期比13.5％減）、四半期純利益は６億９百万円（前年同

期比44.6％減）となりました。 

 また、前年同期との比較においては、為替差損30百万円（前年同期 為替差益２億50百万円）、固定

資産売却益０百万円（前年同期 ９億27百万円）が、経常利益および四半期純利益をそれぞれ減少させ

る主な要因となっております。 

  

① 資産 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は659億86百万円で、前連結会計年度末と比べ15億44

百万円増加しております。 

 流動資産は376億48百万円で、前連結会計年度末と比べ10億78百万円の減少となりました。これは

主として、現金及び預金が６億85百万円、商品及び製品が６億25百万円それぞれ増加し、受取手形及

び売掛金が26億25百万円減少したことによるものです。 

 固定資産は283億38百万円で、前連結会計年度末と比べ26億23百万円の増加となりました。これは

主として、投資有価証券が29億47百万円増加し、その他が２億29百万円減少したことによるもので

す。 

② 負債 

当第１四半期連結会計期間末における総負債は276億47百万円で、前連結会計年度末と比べ５億19

百万円減少しております。 

 流動負債は193億22百万円で、前連結会計年度末と比べ14億98百万円の減少となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金が13億74百万円、短期借入金が３億89百万円、賞与引当金が２億79百

万円それぞれ減少し、その他が５億33百万円増加したことによるものです。 

 固定負債は83億24百万円で、前連結会計年度末と比べ９億78百万円の増加となりました。これは主

として、その他が10億15百万円増加したことによるものです。 

③ 純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は383億39百万円で、前連結会計年度末と比べ20億64

百万円増加しております。 

 これは主として利益剰余金が１億87百万円、その他有価証券評価差額金が17億41百万円それぞれ増

加したことによるものです。 

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年５月13日に発表致しました第２四半期連

結累計期間及び通期の業績予想の数値に変更はありません。 

  

・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
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該当事項はありません。 
  

(簡便な会計処理) 

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等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固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産について、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。 

  

該当事項はありません。 

  
  

  

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)

(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
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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：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 9,556 8,870

受取手形及び売掛金 17,022 19,647

商品及び製品 7,518 6,893

仕掛品 946 961

原材料及び貯蔵品 1,157 1,029

その他 1,567 1,456

貸倒引当金 △119 △131

流動資産合計 37,648 38,727

固定資産   

有形固定資産 15,329 15,391

無形固定資産 717 783

投資その他の資産   

投資有価証券 11,627 8,680

その他 700 930

貸倒引当金 △36 △70

投資その他の資産合計 12,291 9,539

固定資産合計 28,338 25,714

資産合計 65,986 64,441
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,583 14,957

短期借入金 1,615 2,004

未払法人税等 146 134

賞与引当金 418 697

その他 3,559 3,026

流動負債合計 19,322 20,821

固定負債   

社債 1,500 1,500

長期借入金 1,020 1,003

退職給付引当金 2,779 2,796

負ののれん 120 156

その他 2,905 1,889

固定負債合計 8,324 7,346

負債合計 27,647 28,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,047 13,047

資本剰余金 2,232 2,232

利益剰余金 21,586 21,399

自己株式 △1,954 △1,953

株主資本合計 34,912 34,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,670 1,929

繰延ヘッジ損益 5 7

為替換算調整勘定 △248 △388

評価・換算差額等合計 3,427 1,548

純資産合計 38,339 36,274

負債純資産合計 65,986 64,441
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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 17,787 14,329

売上原価 13,841 10,583

売上総利益 3,945 3,745

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 867 747

その他の販売費 645 551

給料及び賞与 753 693

賞与引当金繰入額 137 141

退職給付引当金繰入額 25 30

その他の一般管理費 870 831

販売費及び一般管理費合計 3,298 2,996

営業利益 646 749

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 214 190

不動産賃貸料 78 74

為替差益 250 －

負ののれん償却額 36 36

その他 15 48

営業外収益合計 598 352

営業外費用   

支払利息 24 17

不動産賃貸費用 59 34

為替差損 － 30

その他 20 33

営業外費用合計 104 116

経常利益 1,140 986

特別利益   

固定資産売却益 927 0

投資有価証券売却益 105 －

貸倒引当金戻入額 8 6

特別利益合計 1,042 7

特別損失   

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 22 2

たな卸資産評価損 337 －

その他 17 －

特別損失合計 380 2

税金等調整前四半期純利益 1,802 990

法人税、住民税及び事業税 438 162

法人税等調整額 264 218

法人税等合計 703 381

四半期純利益 1,099 609
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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 1,802 990

減価償却費 580 547

負ののれん償却額 △36 △36

賞与引当金の増減額（△は減少） △295 △279

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △46

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17 △16

その他の引当金の増減額（△は減少） △16 －

受取利息及び受取配当金 △218 △192

支払利息 24 17

為替差損益（△は益） △10 2

持分法による投資損益（△は益） △4 △10

投資有価証券売却損益（△は益） △105 －

固定資産売却損益（△は益） △924 △0

固定資産除却損 22 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,720 2,666

たな卸資産の増減額（△は増加） △443 △682

その他の資産の増減額（△は増加） △505 △140

仕入債務の増減額（△は減少） △153 △1,542

その他の負債の増減額（△は減少） 224 416

その他 19 2

小計 1,643 1,697

利息及び配当金の受取額 218 192

利息の支払額 △9 △4

法人税等の支払額 △456 △119

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,395 1,766

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △100 △100

定期預金の払戻による収入 100 100

有形及び無形固定資産の取得による支出 △356 △319

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,605 0

投資有価証券の取得による支出 △352 △3

投資有価証券の売却による収入 131 －

その他 △147 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー 880 △335

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 200 614

短期借入金の返済による支出 △200 △1,003

長期借入金の返済による支出 △0 △0

自己株式の取得による支出 △38 △1

配当金の支払額 △373 △372

その他 △16 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △428 △789

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122 44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,725 685

現金及び現金同等物の期首残高 8,327 8,665

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,051 9,351
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該当事項はありません。 

  

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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