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1.  平成22年4月期第2四半期の業績（平成21年5月1日～平成21年10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2四半期 1,216 △3.1 60 302.1 67 164.7 32 ―

21年4月期第2四半期 1,255 ― 14 ― 25 ― △33 ―

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2四半期 6.27 ―

21年4月期第2四半期 △6.43 ―

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2四半期 3,853 3,161 82.0 601.92
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2四半期  3,161百万円 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

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4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

22年4月期 ― 6.00

22年4月期 
（予想）

― 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 2,620 6.0 100 43.7 105 24.3 60 ― 11.42
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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4月期第2四半期 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2四半期  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2四半期 5,251,790株 21年4月期第2四半期 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出の回復や在庫調整の一巡、消費刺激策の効果により持ち直しつ

つあるものの、企業の設備投資や一部の耐久消費財を除く個人消費の低迷、雇用情勢の悪化など依然として厳しい状

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3.1％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

四半期比302.1％増）、経常利益は 百万円（前年同四半期比164.7％増）、四半期純利益は 百万円（前年同四半期

は四半期純損失33百万円）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消費不振の影響を受け、8億28百万円（前年同四半

期比4.8％減）となりました。 

非食品分野では、産業用の減少を医療用の増加で補いましたが、2億44百万円（前年同四半期比3.1％減）となりま

した。 

商品につきましては新しくＨＳＰパックを市場導入、従来の突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）とも好評

で、1億43百万円（前年同四半期比7.8％増）となりました。 

(１) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期における総資産は 百万円となり、前事業年度末より1億84百万円増加いたしました。これ

は、受取手形及び売掛金が1億76百万円増加したこと等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1億59百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が

86百万円、未払法人税等が29百万円増加したこと等を反映したものであります。 

純資産は 百万円となり、前事業年度末より24百万円増加いたしました。これは、その他有価証券評価差

額金が23百万円増加したこと等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２四半期累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55百万

円減少し、 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 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）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、仕入債務の増加 百万円等のプラス要因と、売上

債権の増加 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。 

これは有価証券の売却による収入 百万円等がありましたが、有価証券の取得による支出 百万円、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 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。 

 業績予想につきましては、平成21年６月11日に発表いたしました通期の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

12億16

60

67 32

２．財政状態に関する定性的情報

38億53

6億92

31億61

9億20

58 47

62 46 86

1億76

83 6

80 80

31 50

31 41

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２四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２四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２四半期会計期間末 
(平成21年10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 920,534 976,479

受取手形及び売掛金 834,444 657,661

有価証券 80,000 80,000

商品及び製品 47,003 46,277

仕掛品 38,480 24,033

原材料及び貯蔵品 32,007 33,665

その他 36,437 46,494

貸倒引当金 △993 △788

流動資産合計 1,987,915 1,863,823

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 170,470 172,966

機械及び装置（純額） 250,323 261,408

土地 605,251 605,251

その他（純額） 40,355 43,040

有形固定資産合計 1,066,401 1,082,667

無形固定資産 3,799 7,089

投資その他の資産   

投資有価証券 432,425 382,860

長期預金 300,000 300,000

その他 64,292 33,594

貸倒引当金 △1,207 △907

投資その他の資産合計 795,511 715,547

固定資産合計 1,865,712 1,805,304

資産合計 3,853,627 3,669,128

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 449,726 363,625

未払法人税等 36,806 7,504

賞与引当金 33,767 －

その他 128,160 124,772

流動負債合計 648,462 495,902

固定負債   

役員退職慰労引当金 41,602 36,564

その他 2,408 425

固定負債合計 44,011 36,990

負債合計 692,473 532,892
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年10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 1,926,394 1,924,974

自己株式 △259,587 △259,587

株主資本合計 3,591,117 3,589,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42,430 △65,928

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △429,963 △453,461

純資産合計 3,161,153 3,136,235

負債純資産合計 3,853,627 3,669,128
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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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 1,255,822 1,216,916

売上原価 903,057 816,567

売上総利益 352,764 400,348

販売費及び一般管理費 337,774 340,075

営業利益 14,989 60,273

営業外収益   

受取利息 7,206 3,828

受取配当金 210 1,120

雑収入 3,218 2,472

営業外収益合計 10,635 7,421

営業外費用   

売上割引 112 141

雑損失 － 18

営業外費用合計 112 159

経常利益 25,512 67,534

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 741 5,268

減損損失 － 2,614

有価証券評価損 75,400 －

投資有価証券評価損 498 －

特別損失合計 76,639 7,883

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △50,720 62,821

法人税、住民税及び事業税 11,310 34,401

法人税等調整額 △28,249 △4,510

法人税等合計 △16,939 29,890

四半期純利益又は四半期純損失（△） △33,780 32,930
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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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年10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又は税引前四半期純損失
（△）

△50,720 62,821

減価償却費 57,267 46,857

減損損失 － 2,614

貸倒引当金の増減額（△は減少） 27 504

賞与引当金の増減額（△は減少） － 33,767

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,784 5,038

受取利息及び受取配当金 △7,416 △4,948

有形固定資産除売却損益（△は益） 335 3,837

有価証券評価損益（△は益） 75,400 －

投資有価証券評価損益（△は益） 498 －

売上債権の増減額（△は増加） △23,083 △176,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,158 △13,514

仕入債務の増減額（△は減少） 46,908 86,100

未払金の増減額（△は減少） 3,612 17,245

未払費用の増減額（△は減少） △6,164 △27,165

その他 △8,648 5,165

小計 79,641 41,541

利息及び配当金の受取額 7,606 3,524

法人税等の支払額 △39,955 △2,881

法人税等の還付額 － 16,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,292 58,841

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △80,000

有価証券の償還による収入 － 80,000

有形固定資産の取得による支出 △8,142 △31,884

有形固定資産の売却による収入 907 6,253

投資有価証券の取得による支出 △9,240 △50,000

投資有価証券の売却による収入 11,791 14,692

関係会社株式の取得による支出 － △16,500

貸付けによる支出 △300 △8,564

貸付金の回収による収入 390 794

その他 △1,690 1,866

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,284 △83,342

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △41,938 △31,444

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,938 △31,444

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △929 △55,945

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 916,960 920,534
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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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