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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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3月期第2四半期 2,234 △12.3 199 ― 250 175.2 154 211.3
21年3月期第2四半期 2,547 ― 11 ― 91 ― 49 ―

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 19.03 ―

21年3月期第2四半期 5.96 ―

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 13,405 12,001 89.5 1,475.63
21年3月期 12,963 11,712 90.4 1,440.12

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  12,001百万円 21年3月期  11,712百万円

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

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
22年3月期 ― 8.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 16.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 4,700 △4.0 380 ― 480 183.0 280 751.2 34.43



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  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。 

(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） 

（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) 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 有

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 8,930,000株 21年3月期 8,930,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 797,150株 21年3月期 796,850株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 8,132,893株 21年3月期第2四半期 8,342,693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当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ください。 



 当第２四半期累計期間のわが国経済は、政府の景気対策の効果や企業の在庫調整の進展により、一部では景気の

持ち直しの兆しが見られたものの、設備投資の大幅な減少、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷により、本格的な景

気回復には至っておらず、先行き不透明な状況が続いております。 

 このような環境のもと当社は、化粧板部門では、不燃メラミン化粧板「パニートスリム」及び「パニートスーパ

ースリム」は、住宅着工件数が低調という厳しい市場環境が続くなか、新たな物流拠点を開設し、納期短縮等のデ

リバリーサービス向上に努めた結果、リフォーム市場での需要を引き続き増加させることができ、販売は増加いた

しました。しかしながら、オフィス家具用高圧メラミン化粧板及び商業施設関連用高圧メラミン化粧板について

は、昨年秋以降の企業業績の低迷によりオフィスビルの移転・リニューアルや商業施設の新設・改装は依然として

低調であり、販売は減少いたしました。その結果、化粧板部門の売上高は1,295百万円（前年同期比86.9％）となり

ました。電子材料部門は、業界全般的に在庫調整が進展し、昨年秋以降に激減した生産も回復の動きがみられたも

のの、前年同時期に比べると需要は大幅に落ち込んでおり、当社のプリント基板用フェノール樹脂積層板の販売も

減少いたしました。その結果、電子材料部門の売上高は390百万円（前年同期比71.3％）となりました。ケミカルア

ンカー部門は、厳しい市場環境が続く建築業界のなかでも需要が増加している耐震補強工事の市場に対して、耐震

工事向け低騒音カプセル「ＲＳタイプ」に加え新たに新耐震用カプセル「ＲＴタイプ」の販売を開始したことによ

り、販売は増加いたしました。その結果、ケミカルアンカー部門の売上高は548百万円（前年同期比107.6％）とな

りました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績といたしましては、売上高2,234百万円（前年同期比87.7％）、経常

利益250百万円（前年同期比275.2％）、四半期純利益154百万円（前年同期比311.3％）となりました。 

当第２四半期末における総資産は、前期末に比べて441百万円増加し、13,405百万円となりました。これは主に、

現金及び預金が増加したことによるものであります。負債は、前期末に比べて153百万円増加し、1,404百万円となり

ました。これは主に、未払法人税等が増加したことによるものであります。純資産は、前期末に比べて288百万円増 

加し、12,001百万円となりました。これは主に、当期純利益の計上が154百万円であったことと、その他有価証券評 

価差額金が増加したことによるものであります。  

  

 通期における業績予想につきまして、景気の先行きは依然として不透明であり、為替変動に伴う原油及び原材料価

格の高騰や販売の落ち込みといった不安材料を抱える状況は続くものと予想されます。また一方で、工場の生産性向

上や諸経費の削減活動に努めた結果、第２四半期累計期間の業績において利益面の改善が図れたことを勘案いたしま

して、下記のとおり業績予想を修正いたします。 

 なお、平成21年５月15日発表の業績予想との差異は以下の通りです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．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株あたり  

当期純利益 

前回発表予想（Ａ） 
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

 4,600 200 300  160 19.67

今回修正予想（Ｂ）  4,700 380 480  280 34.43

増減額（Ｂ－Ａ）  100 180 180  120 －

増減率（％）  2.2 90.0 60.0  75.0 －

前期実績  4,893 28 169  32 3.99



 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算

定しております。 

   

 ②棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期会計期間末における棚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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算出し

ております。 

  

 ④繰延税金資産の回収可能性の判断  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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るので、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。  

  

 ⑤税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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をしております。 

  

・たな卸資産の評価方法の変更 

 たな卸資産の評価方法について、従来、たな卸資産のうち、商品については個別法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しておりましたが、当第１四半期会計期間よ

り、総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）に変更して

おります。この変更は、期間損益の適正化及び事務処理の迅速化・効率化を図ることを目的として行ったもので

あります。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,066,214 1,403,507

受取手形及び売掛金 1,646,300 1,682,597

有価証券 2,296,954 2,222,676

商品及び製品 231,663 252,959

仕掛品 30,593 30,947

原材料及び貯蔵品 164,141 222,896

その他 131,355 106,022

貸倒引当金 △12,347 △12,619

流動資産合計 6,554,877 5,908,987

固定資産   

有形固定資産 2,701,374 2,786,962

無形固定資産 6,582 7,581

投資その他の資産   

投資有価証券 3,600,410 3,652,898

その他 590,670 653,144

貸倒引当金 △48,517 △46,136

投資その他の資産合計 4,142,563 4,259,907

固定資産合計 6,850,520 7,054,451

資産合計 13,405,397 12,963,438

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 791,435 753,072

未払法人税等 115,827 28,699

引当金 61,970 45,185

その他 231,328 226,990

流動負債合計 1,200,561 1,053,948

固定負債   

役員退職慰労引当金 203,748 196,813

固定負債合計 203,748 196,813

負債合計 1,404,310 1,250,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,515,383 2,515,383

資本剰余金 2,305,533 2,305,533

利益剰余金 7,466,584 7,376,900

自己株式 △365,254 △365,137

株主資本合計 11,922,246 11,832,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78,840 △120,002

評価・換算差額等合計 78,840 △120,002

純資産合計 12,001,087 11,712,676

負債純資産合計 13,405,397 12,963,438



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 2,547,950 2,234,708

売上原価 1,805,994 1,413,327

売上総利益 741,955 821,381

販売費及び一般管理費 730,215 621,546

営業利益 11,740 199,834

営業外収益   

受取利息 32,686 44,899

受取配当金 25,021 10,137

その他 27,008 3,197

営業外収益合計 84,715 58,235

営業外費用   

支払利息 68 32

売上割引 4,533 5,172

租税公課 － 1,889

その他 732 198

営業外費用合計 5,334 7,294

経常利益 91,122 250,775

特別利益   

投資有価証券売却益 69,613 29,323

その他 － 369

特別利益合計 69,613 29,693

特別損失   

固定資産売却損 1,159 －

減損損失 － 8,811

投資有価証券売却損 45,324 －

投資有価証券評価損 14,478 1,895

その他 5,491 2,802

特別損失合計 66,454 13,509

税引前四半期純利益 94,281 266,959

法人税等 44,569 112,209

四半期純利益 49,712 154,749



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



平成22年３月期 第２四半期決算短信参考資料  

  

１． 平成22年３月期第２四半期の業績 

（１）経営成績                                   (単位：千円未満切捨）

                                             

（２）部門別売上高 

   

６．その他の情報

  

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度 

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 （自 平成20年４月１日 

    至 平成20年９月30日）     至 平成21年９月30日）     至 平成21年３月31日）

  金額 
前年同期比 

（％）  
金額 

前年同期比 

（％） 
金額 

前年同期比 

（％） 

売上高  2,547,950 97.1 2,234,708 87.7  4,893,292 87.2

営業利益  11,740 34.8 199,834 1,702.1  28,482 23.0

経常利益  91,122 61.1 250,775 275.2  169,591 51.9

四半期（当期）純利益  49,712 37.3 154,749 311.3  32,895 15.6

１株当たり四半期 

（当期）純利益 
５円96銭 19円03銭 ３円99銭

  売上高 
コメント 

  金額 構成比 増減率 

  

化粧板部門 

百万円 ％ ％
 化粧板部門では、不燃メラミン化粧板「パニートス

リム」及び「パニートスーパースリム」は、住宅着工

件数が低調という厳しい市場環境が続くなか、新たな

物流拠点を開設し、納期短縮等のデリバリーサービス

向上に努めた結果、リフォーム市場での需要を引き続

き増加させることができ、販売は増加いたしました。

しかしながら、オフィス家具用高圧メラミン化粧板及

び商業施設関連用高圧メラミン化粧板については、昨

年秋以降の企業業績の低迷によりオフィスビルの移

転・リニューアルや商業施設の新設・改装は依然とし

て低調であり、販売は減少いたしました。 

1,295  58.0 △13.1

電子材料部門 390  17.5 △28.7

 電子材料部門は、業界全般的に在庫調整が進展し、

昨年秋以降に激減した生産も回復の動きがみられたも

のの、前年同時期に比べると需要は大幅に落ち込んで

おり、当社のプリント基板用フェノール樹脂積層板の

販売も減少いたしました。 

ケミカルアン

カー部門 
548  24.5 7.6

 ケミカルアンカー部門は、厳しい市場環境が続く建

築業界のなかでも需要が増加している耐震補強工事の

市場に対して、耐震工事向け低騒音カプセル「ＲＳタ

イプ」に加え新たに新耐震用カプセル「ＲＴタイプ」

の販売を開始したことにより、販売は増加いたしまし

た。 

合計 2,234  100.0 △12.3   



（３）業績の説明 

  業績につきましては、売上高売上原価率が63.2％と7.6ポイント改善いたしました。また、売上高販管費比率が

 27.8％と0.8ポイント改善した結果、売上高営業利益率は8.5ポイント改善し8.9％となりました。 

  

（４）設備投資について 

  本社工場及び三重工場の生産設備等に43百万円の投資を行いました。なお、当期における減価償却費は１億16百

 万円であります。 

  

（５）配当金について 

  配当金につきましては、中間配当金として８円、年間配当金16円を予定しております。 

  

（６）財政状況について 

  総資産134億５百万円、純資産120億１百万円、自己資本比率89.5％、１株当たり純資産1,475円63銭でありま 

 す。  

  

２．通期の見通し 

（１）経営成績予想 

  

売上高           47億円    対前期増減率   △4.0％ 

営業利益     ３億80百万円       〃   1,234.2％ 

経常利益      ４億80百万円       〃    183.0％ 

当期純利益     ２億80百万円       〃    751.2％ 

  

（２）部門別売上高           （単位：百万円未満切捨） 

（３）設備投資について 

  当下半期の設備投資は、主に賃貸マンション建設や工場の生産設備等に１億76百万円の投資を予定しておりま 

 す。なお、通期減価償却費として２億37百万円を予定しております。 

   

  通期予想 

  金額 構成比（％） 増減率（％）

化粧板部門  2,750 58.5 △6.7

電子材料部門  830 17.7 △6.4

ケミカルアンカー部門  1,120 23.8 5.9

合計  4,700 100.0 △4.0
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