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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 1,375 ― 0 ― △4 ― 0 ―
20年12月期第2四半期 2,230 7.0 220 53.7 206 32.1 119 34.4

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2四半期 0.07 ―
20年12月期第2四半期 11.70 ―

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

21年12月期第2四半期 4,189 1,717 40.1 164.23
20年12月期 4,284 1,763 40.4 169.10

（参考） 自己資本  21年12月期第2四半期  1,679百万円 20年12月期  1,729百万円

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

20年12月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年12月期 ― ―
21年12月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 2,900 △30.7 30 △90.6 20 △92.1 20 △86.4 1.96
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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】 ４．その他をご覧ください。 

(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） 

（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。 

(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 
１．上記業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と
異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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2四半期 10,246,500株 20年12月期 10,246,500株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期 20,533株 20年12月期 19,599株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 10,226,483株 20年12月期第2四半期 10,228,117株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、米国金融危機に端を発し

た世界同時不況の進行に加え、株価の下落、円高による輸出の急減などにより景気は急激に後退いたしました。その結

果、設備投資の抑制や生産調整、個人消費の低迷が進行する厳しい状況のもとで推移いたしました。 

 この影響を受け、当社グループの受注販売も大幅に減少いたしました。また、東南アジアを中心とした輸出についても

一部ハイテク向け製品を除き、大きな受注の落ち込みとなりました。 

 このような状況のもとで、当社グループにおきましては、コスト削減を中心とした緊急対策の実施および積極的な販売

活動に努めましたものの、第２四半期連結累計期間の売上高は1,375百万円、営業利益は０百万円、経常損失は４百万

円、四半期純利益は０百万円となりました。 

  

（１）財政状態の変動状況について 

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,892百万円（前連結会計年度末2,974百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて82百万円の減少となりました。これは主に受取手形及び売掛金が131百万円減少したこと

によります。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,296百万円（前連結会計年度末1,310百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて13百万円の減少となりました。これは主に前払年金費用が10百万円減少したことによりま

す。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,397百万円（前連結会計年度末1,971百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて573百万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335百万円、短期借入金

が196百万円減少したことによります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1,074百万円（前連結会計年度末549百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて524百万円の増加となりました。これは主に長期借入金が475百万円増加したことによりま

す。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,717百万円（前連結会計年度末1,763百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて46百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金が50百万円減少したことによります。

  

（２）キャッシュ・フローの状況について 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、各活

動により171百万円増加し643百万円となりました。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動の結果使用した資金は53百万円となりました。これは主として売上債権の減少額132百万円及びたな卸資

産の減少額135百万円から仕入債務の減少額364百万円を減じたものであります。 

＜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７百万円となりました。これは主として当社及び子会社における有形固定資産の取

得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＞ 

 財務活動の結果得られた資金は223百万円となりました。これは主として長期借入金の調達800百万円から、短期借

入金の減少額330百万円、長期借入金の返済額194百万円を減じたものであります。 

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

日本研紙㈱（5398）　平成21年12月期　第２四半期決算短信

-3-



今後の見通しにつきましては、政府より景気底打ち宣言が出されるなど、国内産業界においては一部に経済回復の兆

しが報道されておりますが、個人消費ならびに設備投資の急速な回復は見込みがたく、今後の景気は当面、底這い（Ｌ字

型）で推移するのではないかと想定しております。 

当社関連先業界についても、主力の自動車関連における生産調整の緩和や一部ハイテク向け製品の受注増加等、やや

改善の動きが見られますものの、内需の本格的回復には相当時間がかかるものと想定されます。また東南アジアを中心と

した輸出は円高もあり、その本格的な受注回復には大きな期待をかけにくい状況であります。 

当社といたしましては、引き続き販売努力に傾注するとともに、原材料、労務費、製造費用の徹底したコスト削減な

らびに生産性の向上をはかるなどの諸施策の更なる実施に努めてまいります。 

なお、通期業績予想につきましては、第２四半期までの進捗や今後の見通しを検討し、平成21年２月20日に公表いた

しました連結および個別の業績予想につきまして、８月７日に開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」に

記載のとおり変更しております。 

  

該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

１.たな卸資産の評価方法 

 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

切下げを行っております。 

２.固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積を考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法

によっております。 

３.法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付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。 

  

１. 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第12号)および

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第14号)を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２. 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準

第９号）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切り下げの方法）により算定しております。  

 これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、税金等調整前四半期純利益が638千円減少し、経

常損失が638千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第18号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置等の耐用年数の変更を行っ

ております。 

 これにより、営業利益、税金等調整前四半期純利益が879千円減少し、経常損失が879千円増加しております。

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：千円）

当第２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 643,404 571,844

受取手形及び売掛金 555,250 686,871

商品 10,167 11,778

製品 232,753 237,652

原材料 460,351 452,318

仕掛品 801,865 927,766

貯蔵品 30,130 30,773

繰延税金資産 15,782 26,081

短期貸付金 99,870 －

その他 43,168 30,776

貸倒引当金 △340 △1,340

流動資産合計 2,892,403 2,974,523

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 201,725 204,339

機械装置及び運搬具（純額） 143,014 154,407

土地 481,827 481,827

リース資産（純額） 5,850 6,378

建設仮勘定 1,422 730

その他（純額） 12,880 15,043

有形固定資産合計 846,721 862,726

無形固定資産 14,567 14,244

投資その他の資産   

投資有価証券 376,732 382,122

前払年金費用 － 10,987

繰延税金資産 21,197 －

その他 38,969 42,213

貸倒引当金 △1,247 △2,267

投資その他の資産合計 435,651 433,055

固定資産合計 1,296,940 1,310,026

資産合計 4,189,344 4,284,549
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 289,621 625,158

短期借入金 936,605 1,132,816

リース債務 1,282 1,282

未払法人税等 11,115 7,052

役員賞与引当金 － 12,000

その他 159,355 193,229

流動負債合計 1,397,980 1,971,539

固定負債   

長期借入金 930,792 455,343

リース債務 4,567 5,095

退職給付引当金 43,872 －

役員退職慰労引当金 94,866 88,793

繰延税金負債 － 361

固定負債合計 1,074,098 549,594

負債合計 2,472,079 2,521,134

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 1,076,642 1,127,071

自己株式 △4,485 △4,375

株主資本合計 1,640,664 1,691,203

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,961 37,810

為替換算調整勘定 7,800 317

評価・換算差額等合計 38,762 38,128

少数株主持分 37,838 34,083

純資産合計 1,717,264 1,763,415

負債純資産合計 4,189,344 4,284,549
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,375,413

売上原価 936,548

売上総利益 438,864

販売費及び一般管理費 438,023

営業利益 841

営業外収益  

受取利息 880

受取配当金 2,821

受取保険金 1,137

為替差益 10,332

その他 2,385

営業外収益合計 17,558

営業外費用  

支払利息 20,759

手形売却損 346

固定資産除却損 243

その他 1,122

営業外費用合計 22,472

経常損失（△） △4,072

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,011

固定資産売却益 3,605

特別利益合計 4,617

税金等調整前四半期純利益 544

法人税、住民税及び事業税 10,277

法人税等調整額 △12,020

法人税等合計 △1,743

少数株主利益 1,581

四半期純利益 705
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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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 544

減価償却費 28,952

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,020

受取利息及び受取配当金 △3,702

支払利息 20,759

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,872

前払年金費用の増減額（△は増加） 10,987

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,072

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000

有形固定資産売却損益（△は益） △3,605

売上債権の増減額（△は増加） 132,112

たな卸資産の増減額（△は増加） 135,347

仕入債務の増減額（△は減少） △364,249

未払費用の増減額（△は減少） △4,325

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,103

未収入金の増減額（△は増加） △25,707

その他 △1,177

小計 △22,037

利息及び配当金の受取額 4,051

利息の支払額 △20,800

法人税等の支払額 △14,961

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,748

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 △10,780

有形固定資産の売却による収入 5,000

投資有価証券の取得による支出 △698

その他 △705

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,184

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △330,000

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △194,267

自己株式の取得による支出 △110

リース債務の返済による支出 △527

配当金の支払額 △51,134

財務活動によるキャッシュ・フロー 223,959

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,429

現金及び現金同等物の期首残高 471,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 643,274
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 事業の種類として「研磨材製商品の製造販売事業」及び「茶類及び医薬部外品等の販売事業」に区分しており

ますが、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める「研磨材製商品の製造販売事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （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 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

３ 会計処理方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計準第９

号）を適用しております。 

      これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が日本で638千円増加しております。 

４ 追加情報 

  （有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社は、平成20年度の法人税法改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置等の耐用年数の変更を行

っております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が日本で879千円増加しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 
（千円） 

中国 
（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  1,257,776  117,636  1,375,413  －  1,375,413

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 63,727  －  63,727  △63,727  －

計  1,321,503  117,636  1,439,140  △63,727  1,375,413

営業利益又は営業損失（△）  △15,597  6,091  △9,506  10,347  841
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……アメリカ（北米、南米）、欧州（ヨーロッパ諸国）等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の売上高であります。  

 該当事項はありません。  

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  301,557  14,097  315,655

Ⅱ 連結売上高（千円）            1,375,413

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.9  1.0  22.9

（６）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       2,230,190  100.0

Ⅱ 売上原価       1,496,355  67.1

 売上総利益       733,835  32.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費       513,582  23.0

 営業利益       220,252  9.9

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  1,299          

２．受取配当金  4,287           

３．受取保険金  526           

４．為替差益   590           

５．その他  1,920  8,623  0.4

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  17,640           

２．手形売却損  2,232           

３．固定資産除却損  1,796           

４．その他  613  22,282  1.0

 経常利益       206,593  9.3

税金等調整前中間純利益       206,593  9.3

法人税、住民税及び事業
税 

 64,229           

法人税等調整額  14,800  79,029  3.5

少数株主利益       7,874  0.4

中間純利益       119,689  5.4
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  206,593

減価償却費  27,278

貸倒引当金の増減額（△：減少）  26

退職給付引当金の増減額（△：減少）   △20,564

前払年金費用の増減額（△：増加）   △5,694

役員退職慰労引当金の増減額（△：減少）  △2,344

役員賞与引当金の増減額（△：減少）   △9,800

受取利息及び受取配当金  △5,586

支払利息  17,640

有形固定資産除却損   1,796

売上債権の増減額（△：増加）   160,554

たな卸資産の増減額（△：増加）   △187,376

仕入債務の増減額（△：減少）   61,631

未払消費税等の増減額（△：減少）   △5,577

未払費用の増減額（△：減少）   103,446

未収金の増減額（△：増加）   △4,509

その他   31,063

小計  368,577

利息及び配当金の受取額   5,247

利息の支払額   △18,046

法人税等の支払額   △68,005

営業活動によるキャッシュ・フロー  287,773

Ⅱ 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   △39,048

投資有価証券の取得による支出   △27,356

その他   3,688

投資活動によるキャッシュ・フロー  △62,717
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△：減少）   △203,455

長期借入れによる収入   200,000

長期借入金の返済による支出   △121,386

社債の償還による支出   △16,000

自己株式の取得による支出   △66

配当金の支払額   △51,142

財務活動によるキャッシュ・フロー  △192,050

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △74

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  32,930

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  389,151

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  422,081
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 事業の種類として「研磨材製商品の製造販売事業」及び「茶類及び医薬部外品等の販売事業」に区分しており

ますが、当中間連結会計期間については、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める「研磨材

製商品の製造販売事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 
（千円） 

中国 
（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  2,002,755  227,435  2,230,190  －  2,230,190

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 153,051  －  153,051  △153,051  －

計  2,155,806  227,435  2,383,242  △153,051  2,230,190

営業費用  1,944,828  214,676  2,159,505  △149,567  2,009,938

営業利益  210,978  12,758  223,736  △3,483  220,252

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  471,899  13,127  485,027

Ⅱ 連結売上高（百万円）      2,230,190

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 21.2  0.6  21.8

６．その他の情報
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