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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 1,181 △30.3 5 △85.9 6 △84.6 2 △87.5

21年3月期第2四半期 1,694 ― 38 ― 40 ― 22 ―

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 0.22 ―

21年3月期第2四半期 1.76 ―

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 2,069 1,157 56.0 89.15
21年3月期 2,015 1,155 57.3 88.92

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  1,157百万円 21年3月期  1,155百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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  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 2,500 △14.8 29 ― 27 327.1 13 727.3 1.00
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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3月期第2四半期 13,000,000株 21年3月期  13,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  10,764株 21年3月期  10,257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 12,989,547株 21年3月期第2四半期 12,991,011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条件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、４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２四半期累計期間のわが国経済は、製造業を中心に中国など世界経済の持ち直しに転じていることを受けて輸

出の増加が続き、在庫調整の進展や経済対策の効果もあって生産の増加が続いている状況です。一方、設備投資は厳

しい収益状況を背景に低迷し、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費は引き続き弱めに推移する可能性が高

いと思われます。 

 このような情勢の下に、当社は「環境と健康」を事業の中心テーマとして、各種ビジネスチャンスに対して積極的

に挑戦し、全分野での効率化と合理化に精力的に取組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,181百万円(前年同期比30.3％減)、売上総利益は175百万円(前年

同期比27.1%減）、営業利益は５百万円(前年同期比85.9％減)、経常利益は6百万円(前年同期比84.6％減)、当第２四

半期累計期間の純利益は２百万円(前年同期比87.5％減)となりました。 

 主要な部門別の営業概況は、次のとおりであります。 

（化成部門） 

 わが国の成形用ナイロン樹脂は緩やかな景気回復の影響を受けて需要が戻りつつありますが、生産量（4～9月）は

前年同期の約65％程度にとどまっております。このような環境の下、当社のナイロンを中心とするリサイクルコンパ

ウンド事業は、リサイクル促進という社会環境の下、新規用途開発、新規ユーザーの開拓に努めましたが、前年同期

に比べ若干の減少となりました。一方、ユニチカグループからの樹脂加工受託事業については、当第２四半期後半か

ら回復の兆しが見えてきておりますが、前年同期との比較では47.8％減と、ほぼ半減で推移しました。 

 その結果、売上高は905百万円（前年同期比35.0％減）、営業利益は２百万円（前年同期比94.7％減）となりまし

た。 

（製品部門） 

 国内タオル産業は、量販店やギフト業界での需要減退傾向が続く厳しい環境下にあります。こうした中、当社は長

年蓄積した高い技術を活かして「自然・環境・安全」に即応した高品質、高機能商品を投入してきた結果、お茶染

め、オーガニック、自然染め等が好調に推移しました。また取扱品目、ユーザーの絞込み、在庫の削減等の体質改善

に努めた効果もあって、売上高は270百万円（前年同期比8.7％減）、営業利益は０百万円（前年同期は営業損失０百

万円）となりました。 

   

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ売上債権197百万円増加、現金及び預金26百万円

減少、たな卸資産81百万円減少したこと等により、前事業年度末比53百万円（同2.7％）増加し、2,069百万円となり

ました。  

 負債につきましては、前事業年度末に比べ仕入債務85百万円増加、借入金51百万円減少したこと等により、前事業

年度末比50百万円（同5.9％）増加し、911百万円となりました。 

 純資産につきましては、当期純利益の計上により利益剰余金が前事業年度末に比べ２百万円増加したこと等によ

り、前事業年度末比２百万円（同0.2％）増加し、1,157百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期会計期間末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26百万円

減少し、87百万円となりました。 

 当第２四半期累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、70百万円（前年同期比33.3％増）となりました。主なプラス要因は税引前四半期

純利益６百万円（前年同期比84.6％減）、減価償却費42百万円（前年同期比7.7％減）の計上、たな卸資産の減少81

百万円（前年同期比888.2％増）、仕入債務の増加93百万円（前年同期は84百万円の減少）、その他流動資産の減少

21百万円（前年同期は０百万円の減少）、その他流動負債の増加６百万円（前年同期は14百万円の減少）、法人税等

の還付21百万円（前年同期は27百万円の支払）等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加197百万円（前年同

期は109百万円の減少）等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、43百万円（前年同期比134.6％増）となりました。主な要因は有形固定資産の取

得による支出21百万円（前年同期比19.0％増）と預け金の増加20百万円等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、52百万円（前年同期比22.6％増）となりました。主な要因は長期借入金の返済に

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
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よる支出51百万円（前年同期比19.7％増）等によるものであります。  

  

 当第２四半期累計期間の事業環境は、世界的な景気低迷の影響を受け第１四半期は厳しい状況で推移してまいりま

したが、第２四半期より受託加工等のプラスチックコンパウンドが回復傾向となりました。このような環境のもと当

社は、リサイクル樹脂の販売強化、生産方式・受託加工の見直し、総合コストダウン等収益改善に努めました。 

 その結果、売上高は概ね前回予想通りで、損益については前回予想より好転しておりますが、今後につきましては

事業環境の先行きが不透明なこともあり、通期の業績予想は平成21年５月15日発表の予想を修正しておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

   

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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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 87,285 113,467

受取手形及び売掛金 662,071 465,013

商品及び製品 193,474 241,184

原材料及び貯蔵品 79,215 113,408

預け金 320,000 300,000

その他 20,113 74,613

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 1,361,660 1,307,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 228,753 225,029

機械及び装置（純額） 263,932 270,141

土地 75,322 75,322

その他（純額） 31,313 33,603

有形固定資産合計 599,321 604,097

無形固定資産 4,545 3,581

投資その他の資産   

その他 105,359 102,619

貸倒引当金 △1,844 △1,897

投資その他の資産合計 103,514 100,722

固定資産合計 707,381 708,401

資産合計 2,069,041 2,015,589

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 354,022 268,451

短期借入金 159,888 172,514

未払法人税等 1,677 1,602

賞与引当金 6,610 7,044

その他 77,601 55,398

流動負債合計 599,798 505,010

固定負債   

長期借入金 159,642 198,398

退職給付引当金 142,996 147,035

その他 8,677 10,038

固定負債合計 311,315 355,471

負債合計 911,114 860,482

純資産の部   

株主資本   

資本金 575,000 575,000

資本剰余金 125,263 125,263

利益剰余金 458,908 456,051

自己株式 △1,244 △1,207

株主資本合計 1,157,926 1,155,107

純資産合計 1,157,926 1,155,107

負債純資産合計 2,069,041 2,015,589
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（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 1,694,355 1,181,360

売上原価 1,453,933 1,006,014

売上総利益 240,421 175,345

販売費及び一般管理費 201,502 169,865

営業利益 38,919 5,479

営業外収益   

受取利息 1,455 2,411

債務勘定整理益 2,957 488

雑収入 975 2,402

営業外収益合計 5,388 5,303

営業外費用   

支払利息 2,449 3,540

雑損失 1,201 991

営業外費用合計 3,651 4,531

経常利益 40,656 6,251

税引前四半期純利益 40,656 6,251

法人税、住民税及び事業税 475 475

法人税等調整額 17,308 2,920

法人税等合計 17,783 3,395

四半期純利益 22,872 2,856
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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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 40,656 6,251

減価償却費 46,333 42,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,901 △4,038

賞与引当金の増減額（△は減少） 434 △434

受取利息及び受取配当金 △1,549 △2,460

支払利息 2,449 3,540

売上債権の増減額（△は増加） 109,432 △197,057

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,288 81,903

仕入債務の増減額（△は減少） △84,236 93,282

その他 △14,064 28,530

小計 80,841 52,266

利息及び配当金の受取額 1,842 1,238

利息の支払額 △2,371 △3,534

法人税等の支払額 △27,394 △475

法人税等の還付額 － 21,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,918 70,565

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 △18,191 △21,654

無形固定資産の取得による支出 △360 △1,618

貸付けによる支出 △1,000 △1,000

貸付金の回収による収入 570 305

預け金の増減額（△は増加） － △20,000

その他 240 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,741 △43,967

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △42,936 △51,382

自己株式の取得による支出 △101 △36

その他 － △1,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,037 △52,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,860 △26,181

現金及び現金同等物の期首残高 298,825 113,467

現金及び現金同等物の四半期末残高 289,964 87,285
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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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