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1.  平成22年4月期第1四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年7月31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4月期第1四半期 569 △4.5 18 ― 22 ― 9 ―

21年4月期第1四半期 596 ― △4 ― 0 ― △1 ―

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4月期第1四半期 1.74 ―

21年4月期第1四半期 △0.25 ―

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4月期第1四半期 3,628 3,133 86.3 596.57
21年4月期 3,669 3,136 85.5 597.17

（参考） 自己資本   22年4月期第1四半期  3,133百万円 21年4月期  3,136百万円

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4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年4月期 ―

22年4月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成22年4月期の業績予想（平成21年5月1日～平成22年4月30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

1,260 0.3 40 166.8 42 64.6 25 ― 4.76

通期 2,620 6.0 100 43.7 105 24.3 60 ― 11.42

－　1　－



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4月期第1四半期 5,850,000株 21年4月期  5,850,000株

② 期末自己株式数 22年4月期第1四半期  598,210株 21年4月期  598,210株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年4月期第1四半期 5,251,790株 21年4月期第1四半期 5,251,790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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３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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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年秋から続く世界的な景気後退にも一部底入れ感が見え始めたも

のの、企業の設備投資や個人消費の低迷、雇用情勢の悪化など依然として景気の先行きは不透明な状況にありまし

た。 

このような状況のなか、当社は、主力の食品分野においては、トリプルナイロンに次ぐブランドに育ちつつある

「フィルミックス」シリーズのラインアップを拡充し多角的に市場をつかむ活動を、また、非食品分野では医療用、

産業用向けの取り組みを積極的に推進し、販売の拡大に努めてまいりましたが、消費の落ち込みや景気の回復の遅れ

等の影響により、売上高は 百万円（前年同四半期比4.5％減）となりました。 

利益につきましては、樹脂原料価格の値下げ影響や、コスト削減に取り組んだ結果、営業利益は 百万円（前年同

四半期は営業損失4百万円）、経常利益は 百万円（前年同四半期は経常利益0百万円）、四半期純利益は 百万円

（前年同四半期は四半期純損失1百万円）となりました。 

用途別の売上高につきましては、食品分野では景気後退による外食産業向け、畜肉向けの不振により、3億92百万

円（前年同四半期比5.6％減）となりました。 

非食品分野では、医療用が増加したものの、産業用の需要減少等により、1億11百万円（前年同四半期比7.8％減）

となりました。 

商品につきましては突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）等の増加により、65百万円（前年同四半期比

10.2％増）となりました。 

(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期における総資産は 百万円となり、前事業年度末より40百万円減少いたしました。これは、

投資その他の資産が61百万円増加したものの、現金及び預金が77百万円減少、有形固定資産が26百万円減少した

ことを反映したものであります。 

負債は 百万円となり、前事業年度末より37百万円減少いたしました。主な減少は、流動負債のその他の内

未払費用の減少33百万円、設備支払手形の減少25百万円であります。 

純資産は 百万円となり、前事業年度末より3百万円減少いたしました。これは、その他有価証券評価差額

金が19百万円増加したものの、利益剰余金が22百万円減少したことを反映したものであります。  

(２) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間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77百万円

減少し、 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 百万円（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。 

これは税引前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、賞与引当金の増加 百万円等のプラス要因と、未

払費用の減少 百万円等のマイナス要因を反映したものであります。 

（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 百万円（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。 

これは有形固定資産の取得による支出 百万円、投資有価証券の取得による支出 百万円等があったことによ

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 百万円（前年同四半期は42百万円の使用）となりました。 

これは配当金の支払 百万円によるものであります。 

当第１四半期における業績は計画通りに推移している現時点におきましては、平成21年６月11日に発表いたしまし

た「平成21年４月期 決算短信（非連結）」における業績予想に変更はありません。  

記載すべき重要な事項はありません。 

記載すべき重要な事項はありません。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

5億69

18

22 9

２．財政状態に関する定性的情報

36億28

4億95

31億33

8億98

16 22

19 22 17

33

62 0

26 50

31

31

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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賞与引当金 

前事業年度においては、財務諸表作成時に従業員への賞与支給額が確定していたため、前事業年度に属する額

を流動負債のその他（未払費用）として計上していましたが、当第１四半期会計期間においては、四半期財務諸

表作成時に従業員への賞与支給額が確定していないため、支給見込額のうち、当第１四半期会計期間に属する額

を賞与引当金として計上しています。 

（追加情報）
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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７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 898,562 976,479

受取手形及び売掛金 664,809 657,661

有価証券 80,000 80,000

商品及び製品 47,301 46,277

仕掛品 26,561 24,033

原材料及び貯蔵品 32,084 33,665

その他 41,537 46,494

貸倒引当金 △785 △788

流動資産合計 1,790,071 1,863,823

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 165,292 172,966

機械及び装置（純額） 245,297 261,408

土地 605,251 605,251

その他（純額） 40,578 43,040

有形固定資産合計 1,056,420 1,082,667

無形固定資産 4,799 7,089

投資その他の資産   

投資有価証券 444,891 382,860

長期預金 300,000 300,000

その他 34,073 33,594

貸倒引当金 △1,692 △907

投資その他の資産合計 777,271 715,547

固定資産合計 1,838,491 1,805,304

資産合計 3,628,562 3,669,128

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 361,058 363,625

未払法人税等 6,367 7,504

賞与引当金 17,745 －

その他 68,847 124,772

流動負債合計 454,018 495,902

固定負債   

役員退職慰労引当金 39,097 36,564

その他 2,408 425

固定負債合計 41,505 36,990

負債合計 495,523 532,892
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,902,588 1,924,974

自己株式 △259,587 △259,587

株主資本合計 3,567,311 3,589,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,739 △65,928

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △434,272 △453,461

純資産合計 3,133,039 3,136,235

負債純資産合計 3,628,562 3,669,128
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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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 596,461 569,558

売上原価 428,839 382,591

売上総利益 167,621 186,966

販売費及び一般管理費 172,061 167,991

営業利益又は営業損失（△） △4,439 18,975

営業外収益   

受取利息 3,862 1,654

受取配当金 210 1,120

雑収入 1,337 1,117

営業外収益合計 5,410 3,892

営業外費用   

売上割引 61 33

その他 － 18

営業外費用合計 61 51

経常利益 909 22,816

特別利益   

前期損益修正益 － 3,169

固定資産売却益 406 －

特別利益合計 406 3,169

特別損失   

固定資産除却損 － 3,507

減損損失 － 2,614

特別損失合計 － 6,122

税引前四半期純利益 1,315 19,863

法人税、住民税及び事業税 2,093 5,412

法人税等調整額 521 5,326

法人税等合計 2,614 10,738

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,299 9,124
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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５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31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 1,315 19,863

減価償却費 28,496 22,671

減損損失 － 2,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 782

賞与引当金の増減額（△は減少） 18,288 17,745

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,392 2,532

受取利息及び受取配当金 △4,072 △2,774

有形固定資産除売却損益（△は益） △406 3,507

売上債権の増減額（△は増加） 10,502 △7,147

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,654 △1,970

仕入債務の増減額（△は減少） 13,652 △2,567

未払金の増減額（△は減少） 2,781 △2,771

未払費用の増減額（△は減少） △34,715 △33,008

その他 △7,398 △3,041

小計 12,176 16,434

利息及び配当金の受取額 5,086 2,599

法人税等の支払額 △39,674 △2,695

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,412 16,338

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 △5,751 △26,369

有形固定資産の売却による収入 907 6,165

投資有価証券の取得による支出 － △50,000

投資有価証券の売却による収入 4,919 7,158

貸付けによる支出 － △660

貸付金の回収による収入 195 330

その他 △622 760

投資活動によるキャッシュ・フロー △352 △62,615

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △42,064 △31,640

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,064 △31,640

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,829 △77,916

現金及び現金同等物の期首残高 917,890 976,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 853,060 898,562
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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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