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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 48,508 △29.7 1,790 △73.4 1,368 △80.6 546 △84.9

21年3月期第2四半期 68,979 ― 6,732 ― 7,064 ― 3,611 ―

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2四半期 10.26 ―

21年3月期第2四半期 69.12 67.58

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2四半期 115,996 75,691 63.3 1,378.15
21年3月期 112,140 74,559 64.5 1,355.98

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  73,460百万円 21年3月期  72,279百万円

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  有  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 30.00 ― 24.00 54.00

22年3月期 ― 10.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 25.00

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  有  
 

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 101,000 △17.6 5,000 △30.9 4,800 △30.5 2,500 △36.5 46.90



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） 

(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．平成21年10月21日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４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」をご覧ください。 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 53,754,477株 21年3月期  53,754,477株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  450,667株 21年3月期  450,361株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 53,303,962株 21年3月期第2四半期 52,256,778株



 当第２四半期連結会計期間の経済状況は、設備投資の冷え込み、雇用環境の悪化等から個人消費も低迷し、引き続

き厳しい経営環境にありますが、年初からの急激な景気の悪化には底打ち感も見え始めました。 

 当社グループの主要顧客であります日系自動車メーカーも、年初からの在庫調整で激減していた生産もようやく回

復の兆しが見え、一部の地域を除き、中国を始めとするアジアでは当初の計画以上に推移するところも見られまし

た。 

 このような状況のもと、当社グループの当第２四半期累計期間の連結売上高は、前年同期比29.7％減の485億８百

万円となりました。 

 一方、利益面では、売上の減少に伴う限界利益の減少にもかかわらず、全社一丸となり徹底した固定費の削減（同

44億円減）やコストダウン、生産効率の向上等の様々な収益改善活動の取組みにより、連結営業利益は17億９千万円

(同73.4％減）となりました。連結経常利益は13億６千８百万円（同80.6％減）、連結四半期純利益は５億４千６百

万円（同84.9％減）となりました。 

  

事業の種類別のセグメントの業績は次のとおりであります。 

①合成樹脂成形品事業 

 合成樹脂成形品事業は、日系自動車メーカーなど需要の減退による生産の減少や、為替の円高等の影響もあり当第

２四半期連結累計期間の合成樹脂成形品事業の売上高は同33.8％減の387億１百万円となりました。営業利益は、売

上高が大幅に減少したものの、徹底した固定費などの削減により、同61.5％減の30億４千４百万円となりました。 

②ベッド及び家具事業 

 ベッド及び家具事業は、国内外での景気後退の影響や住宅着工件数の落ち込みの影響もあり当第２四半期連結累計

期間のベッド及び家具事業の売上高は同20.8％減の64億８千１百万円となりました。営業利益は販売の減少による利

益減や新工場の初期コストもあり同65.4％減の３億４百万円となりました。 

③新聞及び出版事業 

 新聞及び出版事業は、景気の低迷による広告収入等の落ち込みが続き当第２四半期連結累計期間の新聞及び出版事

業の売上高は同13.3％減の12億４千８百万円となりました。営業損失は１億８千４百万円（前年同期は営業損失１億

８千万円）となりました。 

④その他の事業 

 その他の事業は、アミューズメント機器用電子部品事業が中心となっておりますが、比較的堅調に推移し、当第２

四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は同130.4％増の20億７千６百万円となりました。営業利益は固定費の

削減効果もあり１億１千１百万円（前年同期は営業損失１億７百万円）と黒字となりました。 

  

(１)資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ38億５千５百万円増加し、1,159億９千６百万円となりまし

た。これは主に 近の経済情勢を踏まえ手許流動性を高めるためグループ間金融の一部24億円を銀行借入にしたこと

によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ27億２千４百万円増加し、403億４百万円となりました。これは主に上記借

入金の増加によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ11億３千１百万円増加し、756億９千１百万円となりました。これは主に

為替の変動により為替換算調整勘定が16億３千３百万円増加したことによるものであります。  

(２)キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、62億８千９百万円となりま

した。これは税金等調整前四半期純利益12億１千６百万円、減価償却費35億３千７百万円、仕入債務の増加13億４百

万円、また法人税の還付８億９千１百万円等の資金増があり、一方売上債権の増加19億８千４百万円等の資金減があ

ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、47億６千１百万円となりまし

た。これは、設備投資計画の一部延期がありましたが、有形固定資産の取得41億４千１百万円が主なものでありま

す。 

 従って、営業活動によるキャッシュ・フローから有形固定資産の取得による支出をネットしたフリーキャッシュ・

フローとしては、21億４千８百万円となりました。 

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
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、７億４千万円となりまし

た。これは主に配当金の支払12億７千８百万円がありましたが、長期借入れによる収入28億８千２百万円あったこと

等によるものであります。 

  

 以上の結果、第２四半期末における現金及び現金同等物末は、前期末に比べ26億２千８百万円増加し、313億３千

９百万円となりました。 

  

 子会社（株式会社ニフコアドヴァンストテクノロジー）の経営権の譲渡により、持分法適用会社となるため、通期

の連結業績予想を修正いたしました。 

 なお、平成21年10月21日に公表いたしました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。  

（通期） 

  

該当事項はありません。  

  

①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ついては、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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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 繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計上基準等 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 102,000 5,000 4,800 2,500 46 90 

今回修正予想（Ｂ） 101,000 5,000 4,800 2,500 46 90 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,000 0 0 0 －   

増減率（％） △1.0 0.0 0.0 0.0 －   

前期実績 122,518 7,237 6,906 3,934 74 60 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 34,998 30,870

受取手形及び売掛金 21,026 18,663

有価証券 1,853 803

商品及び製品 6,122 6,312

仕掛品 1,336 1,546

原材料及び貯蔵品 2,410 2,350

未収還付法人税等 331 1,678

繰延税金資産 908 914

その他 2,844 2,641

貸倒引当金 △82 △83

流動資産合計 71,750 65,698

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,054 12,594

機械装置及び運搬具（純額） 5,050 5,121

金型（純額） 2,821 3,250

工具、器具及び備品（純額） 1,707 1,819

土地 11,444 11,229

建設仮勘定 1,793 2,423

その他（純額） 80 76

有形固定資産合計 35,952 36,515

無形固定資産   

のれん 885 885

その他 924 1,031

無形固定資産合計 1,810 1,917

投資その他の資産   

投資有価証券 5,181 6,409

繰延税金資産 375 506

その他 980 1,167

貸倒引当金 △54 △74

投資その他の資産合計 6,482 8,008

固定資産合計 44,245 46,441

資産合計 115,996 112,140
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 11,516 10,096

短期借入金 703 1,253

未払金 1,769 1,443

未払法人税等 648 509

賞与引当金 1,108 1,118

その他 3,939 5,247

流動負債合計 19,687 19,668

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 3,416 831

繰延税金負債 540 514

退職給付引当金 1,443 1,292

その他 217 272

固定負債合計 20,617 17,912

負債合計 40,304 37,580

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,290 7,290

資本剰余金 11,651 11,651

利益剰余金 61,635 62,367

自己株式 △1,061 △1,060

株主資本合計 79,515 80,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 205 △75

土地再評価差額金 △85 △85

為替換算調整勘定 △6,175 △7,808

評価・換算差額等合計 △6,054 △7,969

少数株主持分 2,230 2,280

純資産合計 75,691 74,559

負債純資産合計 115,996 112,140
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 68,979 48,508

売上原価 48,283 34,961

売上総利益 20,695 13,547

販売費及び一般管理費 13,963 11,757

営業利益 6,732 1,790

営業外収益   

受取利息 258 162

持分法による投資利益 96 －

その他 283 182

営業外収益合計 638 345

営業外費用   

支払利息 154 158

社債発行費 80 －

為替差損 － 384

持分法による投資損失 － 164

その他 72 59

営業外費用合計 306 767

経常利益 7,064 1,368

特別利益   

投資有価証券売却益 60 －

固定資産売却益 － 20

ゴルフ会員権売却益 23 －

有価証券償還益 － 35

その他 7 1

特別利益合計 91 57

特別損失   

投資有価証券評価損 323 1

役員退職慰労金 1,272 －

ゴルフ会員権評価損 － 43

工場移転費用 － 43

その他 81 120

特別損失合計 1,676 209

税金等調整前四半期純利益 5,478 1,216

法人税等 1,708 571

少数株主利益 159 97

四半期純利益 3,611 546
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 34,318 26,316

売上原価 24,271 18,617

売上総利益 10,046 7,698

販売費及び一般管理費 7,045 5,909

営業利益 3,001 1,789

営業外収益   

受取利息 144 79

持分法による投資利益 52 －

その他 53 120

営業外収益合計 250 199

営業外費用   

支払利息 70 85

為替差損 116 326

持分法による投資損失 － 145

その他 46 43

営業外費用合計 233 600

経常利益 3,018 1,388

特別利益   

固定資産売却益 － 18

ゴルフ会員権売却益 23 －

その他 0 0

特別利益合計 23 18

特別損失   

投資有価証券評価損 112 1

ゴルフ会員権評価損 － 43

役員退職慰労金 1,272 －

その他 20 76

特別損失合計 1,405 122

税金等調整前四半期純利益 1,636 1,285

法人税等 611 512

少数株主利益 71 67

四半期純利益 953 705
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 5,478 1,216

減価償却費 3,975 3,537

社債発行費 80 －

のれん償却額 27 37

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 65 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 187 137

受取利息及び受取配当金 △288 △192

支払利息 154 158

為替差損益（△は益） － 219

持分法による投資損益（△は益） △96 164

有価証券償還損益（△は益） － △35

投資有価証券売却損益（△は益） △60 －

投資有価証券評価損益（△は益） 323 1

売上債権の増減額（△は増加） 728 △1,984

たな卸資産の増減額（△は増加） 142 658

その他の資産の増減額（△は増加） △474 △213

仕入債務の増減額（△は減少） △2,621 1,304

未払又は未収消費税等の増減額 113 228

その他の負債の増減額（△は減少） 166 0

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △881 －

その他 291 137

小計 7,297 5,359

利息及び配当金の受取額 475 185

利息の支払額 △156 △146

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,258 891

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,358 6,289

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 △2,222 △3,766

定期預金の払戻による収入 2,125 2,419

有価証券の取得による支出 △1,312 △0

有価証券の売却及び償還による収入 1,002 537

有形固定資産の取得による支出 △4,954 △4,141

有形固定資産の売却による収入 169 37

投資有価証券の取得による支出 △4,203 △531

投資有価証券の売却による収入 74 611

貸付けによる支出 △1 △8

貸付金の回収による収入 6 2

子会社株式の取得による支出 △27 △9
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

338 －

その他 △75 87

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,081 △4,761

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 6,386 1,993

短期借入金の返済による支出 △7,527 △2,579

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △49 △31

長期借入れによる収入 654 2,882

長期借入金の返済による支出 △4 △3

社債の発行による収入 14,919 －

社債の償還による支出 △83 －

自己株式の売却による収入 7 0

自己株式の取得による支出 △4 △0

配当金の支払額 △1,758 △1,278

少数株主への配当金の支払額 △7 △241

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,533 740

現金及び現金同等物に係る換算差額 △821 360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,988 2,628

現金及び現金同等物の期首残高 23,750 28,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,739 31,339
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 該当事項はありません。 

  

  

          前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

  

  

          前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

   

（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〕

  
合成樹脂成
形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円） 

新聞及び
出版事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  58,454 8,183 1,440 900  68,979  － 68,979

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 － 0 11 0  11 ( )11 －

計  58,454 8,183 1,451 901  68,991 ( )11 68,979

営業利益又は営業損失(△)  7,902 880 △180 △107  8,495 ( )1,762 6,732

  
合成樹脂成
形品事業 
（百万円） 

ベッド及び
家具事業 
（百万円） 

新聞及び
出版事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

合計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  38,701 6,481 1,248 2,076  48,508  － 48,508

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 － 0 8 5  13 ( )13 －

計  38,701 6,481 1,257 2,081  48,522 ( )13 48,508

営業利益又は営業損失(△)  3,044 304 △184 111  3,276 ( )1,485 1,790

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  40,397 17,996 6,496 4,088  68,979  － 68,979

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,283 679 17 －  2,979 ( )2,979 －

計  42,680 18,675 6,514 4,088  71,959 ( )2,979 68,979

営業利益  4,427 3,284 60 361  8,134 ( )1,402 6,732

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
北米

（百万円） 
欧州

（百万円） 
合計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  31,255 11,797 3,336 2,119  48,508  － 48,508

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,805 320 0 0  2,126 ( )2,126 －

計  33,060 12,118 3,337 2,119  50,635 ( )2,126 48,508

営業利益又は営業損失(△)  2,519 1,138 △523 △62  3,070 ( )1,280 1,790
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,601  18,072  3,867  149  28,690

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  68,979

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.6  26.2  5.6  0.2  41.6

  北米 アジア 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,410  11,838  2,004  25  17,279

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  48,508

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.0  24.4  4.1  0.1  35.6

（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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