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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 77,061 △22.3 5,041 △39.7 4,666 △42.5 2,807 △35.4

21年3月期第3四半期 99,126 ― 8,358 ― 8,121 ― 4,345 ―

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3四半期 52.66 ―

21年3月期第3四半期 82.65 81.49

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3四半期 117,002 76,474 63.4 1,391.96
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3四半期  74,195百万円 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  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 ― 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 107,000 △12.7 7,800 7.8 7,600 10.0 4,200 6.7 78.79



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29日に公表いたしました通期の連結業績予想について、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
ては、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。 

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3四半期 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3四半期  451,879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3四半期 53,303,787株 21年3月期第3四半期 52,571,005株



 当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、企業収益の落ち込みを背景に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する等、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、輸出や生産の増加により回復の動きが見られました。 

 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、年初からの激減していた生産も回復の兆しが見え、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３四半期連結累計期間の連結売上高は、前年同期比22.3％減の770億

６千１百万円となりました。 

 一方、利益面では、売上高の大幅な減少に伴う限界利益減となりましたが、グループ一丸となり固定費の徹底した

削減（同65億円減）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を引き続き取組んできたことにより、

連結営業利益は50億４千１百万円(同39.7％減）となりました。連結経常利益は46億６千６百万円（同42.5％減）と

なり、連結四半期純利益は28億７百万円（同35.4％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、アジアでは中国の景気刺激策による内需拡大を中心に予想以上に回復したものの、米国や

欧州では景気低迷の影響を受け、また為替の円高により邦貨換算による影響等もあり当第３四半期連結累計期間の合

成樹脂成形品事業の売上高は同24.4％減の632億９千８百万円となりました。営業利益は、販売が大きく減少したも

のの固定費の削減およびコストダウン等の体質改善に努めた結果、同32.4％減の67億９千１百万円となりました。 

②ベッド及び家具事業 

 ベッド及び家具事業は、アジアでは比較的景気低迷の影響が少なかったものの、国内では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３四半期連結累計期間のベッド及び家具事業の売上高は同17.9％減の98億６千

８百万円となりました。営業利益は販売の減少による利益減や富士小山新工場の稼動への初期コストもあり同47.3％

減の６億３千３百万円となりました。 

③新聞及び出版事業 

 新聞及び出版事業は、景気低迷による広告収入等の落ち込みが続き、当第３四半期連結累計期間の新聞及び出版事

業の売上高は同17.4％減の18億６百万円となりました。営業損失は２億９千６百万円（前年同期は営業損失２億３千

２百万円）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、同事業を営む株式会社ニフコアドヴ

ァンストテクノロジーは、平成21年10月に経営権の譲渡により持分法適用関連会社となりました。同事業の９月分ま

でを含む、当第３四半期連結累計期間のその他の事業の売上高は前年同期比67.4％増の20億８千８百万円となりまし

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１億６千万円）と黒字となりまし

た。 

  

(１)資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ48億６千２百万円増加し、1,170億２百万円

となりました。これは主に取引高の増加により受取手形及び売掛金が48億８千９百万円増加したこと等によるもの

であります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ29億４千７百万円増加し、405億２千７百万円となりました。これは主に

手許流動性を高めるためグループ間金融の一部24億円を銀行借入したこと等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19億１千５百万円増加し、764億７千４百万円となりました。これは主

に利益剰余金の増加９億９千４百万円、為替の変動により為替換算調整勘定が５億６千６百万円増加したこと等に

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３四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、84億８千２百万円となり

ました。これは主に税金等調整前四半期純利益45億４千５百万円、減価償却費52億１百万円、仕入債務の増加24億

８百万円の資金増があり、一方、売上債権の増加51億９千４百万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） 

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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当第３四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、58億７千２百万円となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得55億８千万円があったことによるものであります。 

 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、29億１百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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、３千万円となりました。

これは主に配当金の支払17億８千８百万円がありましたが、長期借入れによる収入29億４千９百万円等があったこ

とによるものであります。 

 以上の結果、第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26億５千９百

万円増加し313億７千万円となりました。 

  

 アジアを中心とした完成車メーカーの生産回復により、主力事業である自動車向け合成樹脂成形品事業の販売が当

初計画より増加すると見込まれるため、利益面でも販売増加による利益増ならびに固定費の削減を始めとした収益改

善活動が奏効し大幅な改善が見込まれるため、連結業績予想を修正いたします。また、個別業績予想も修正しており

ます。詳細につきましては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、平成21年10月29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 

 四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し当第２四半期連結会計期間

末の実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算出する方法によっております。また、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３四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） 101,000 5,000 4,800 2,500 46 90 

今回修正予想（Ｂ） 107,000 7,800 7,600 4,200 78 79 

増減額（Ｂ－Ａ） 6,000 2,800 2,800 1,700 31 89 

増減率（％） 5.9 56.0 58.3 68.0 －   

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 34,483 30,870

受取手形及び売掛金 23,553 18,663

有価証券 1,836 803

商品及び製品 6,112 6,312

仕掛品 1,110 1,546

原材料及び貯蔵品 2,211 2,350

未収還付法人税等 296 1,678

繰延税金資産 846 914

その他 2,632 2,641

貸倒引当金 △79 △83

流動資産合計 73,004 65,698

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,613 12,594

機械装置及び運搬具（純額） 4,768 5,121

金型（純額） 2,647 3,250

工具、器具及び備品（純額） 1,555 1,819

土地 11,480 11,229

建設仮勘定 2,180 2,423

その他（純額） 104 76

有形固定資産合計 35,350 36,515

無形固定資産   

のれん 846 885

その他 787 1,031

無形固定資産合計 1,633 1,917

投資その他の資産   

投資有価証券 5,446 6,409

繰延税金資産 395 506

その他 1,228 1,167

貸倒引当金 △57 △74

投資その他の資産合計 7,014 8,008

固定資産合計 43,998 46,441

資産合計 117,002 112,140
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 11,555 10,096

短期借入金 606 1,253

未払金 1,893 1,443

未払法人税等 1,120 509

賞与引当金 413 1,118

その他 4,336 5,247

流動負債合計 19,924 19,668

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 3,272 831

繰延税金負債 626 514

退職給付引当金 1,505 1,292

その他 198 272

固定負債合計 20,602 17,912

負債合計 40,527 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 63,361 62,367

自己株式 △1,062 △1,060

株主資本合計 81,240 80,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 282 △75

土地再評価差額金 △85 △85

為替換算調整勘定 △7,242 △7,808

評価・換算差額等合計 △7,045 △7,969

少数株主持分 2,279 2,280

純資産合計 76,474 74,559

負債純資産合計 117,002 112,140

2010/01/27 17:53:10

-2- 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 99,126 77,061

売上原価 70,078 54,300

売上総利益 29,048 22,760

販売費及び一般管理費 20,690 17,719

営業利益 8,358 5,041

営業外収益   

受取利息 406 230

持分法による投資利益 136 －

その他 365 274

営業外収益合計 909 505

営業外費用   

支払利息 243 243

社債発行費 80 －

有価証券評価損 312 －

持分法による投資損失 － 168

為替差損 435 383

その他 74 84

営業外費用合計 1,145 879

経常利益 8,121 4,666

特別利益   

固定資産売却益 － 28

投資有価証券売却益 60 35

補助金収入 － 86

ゴルフ会員権売却益 23 9

その他 16 36

特別利益合計 101 196

特別損失   

投資有価証券評価損 404 －

減損損失 651 －

役員退職慰労金 1,272 －

工場移転費用 － 92

その他 119 224

特別損失合計 2,447 317

税金等調整前四半期純利益 5,775 4,545

法人税等 1,205 1,505

少数株主利益 224 233

四半期純利益 4,345 2,807
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 30,147 28,552

売上原価 21,794 19,339

売上総利益 8,352 9,213

販売費及び一般管理費 6,726 5,962

営業利益 1,625 3,250

営業外収益   

受取利息 148 67

持分法による投資利益 39 －

その他 131 94

営業外収益合計 319 162

営業外費用   

支払利息 89 84

有価証券評価損 312 －

為替差損 477 －

その他 9 29

営業外費用合計 888 114

経常利益 1,057 3,298

特別利益   

投資有価証券売却益 － 35

補助金収入 － 86

その他 9 18

特別利益合計 9 139

特別損失   

投資有価証券評価損 81 －

固定資産売却損 － 24

減損損失 651 －

特別退職金 － 29

工場移転費用 － 48

その他 37 5

特別損失合計 770 108

税金等調整前四半期純利益 296 3,329

法人税等 △502 933

少数株主利益 65 136

四半期純利益 733 2,260
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 5,775 4,545

減価償却費 6,085 5,201

減損損失 651 －

社債発行費 80 －

のれん償却額 39 55

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △727 △678

退職給付引当金の増減額（△は減少） 374 209

受取利息及び受取配当金 △455 △267

支払利息 243 243

為替差損益（△は益） 326 126

持分法による投資損益（△は益） △136 168

有形固定資産売却損益（△は益） △11 －

有形固定資産処分損益（△は益） 59 －

有価証券評価損益（△は益） 312 －

投資有価証券売却損益（△は益） △60 △35

投資有価証券評価損益（△は益） 404 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,191 △5,194

たな卸資産の増減額（△は増加） △164 228

その他の資産の増減額（△は増加） 405 △39

仕入債務の増減額（△は減少） △4,941 2,408

未払消費税等の増減額（△は減少） △13 －

未払又は未収消費税等の増減額 － 362

その他の負債の増減額（△は減少） △64 551

未払役員退職慰労金の増減額（△は減少） △881 －

その他 79 102

小計 10,576 7,988

利息及び配当金の受取額 642 263

利息の支払額 △247 △241

法人税等の支払額 △4,206 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） － 471

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,764 8,482
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △2,947 △4,983

定期預金の払戻による収入 3,226 4,137

有価証券の取得による支出 △1,315 △0

有価証券の売却による収入 1,001 －

有価証券の売却及び償還による収入 － 537

有形固定資産の取得による支出 △8,278 △5,580

有形固定資産の売却による収入 165 55

投資有価証券の取得による支出 △4,206 △534

投資有価証券の売却による収入 76 624

貸付けによる支出 △1 △11

貸付金の回収による収入 4 5

子会社株式の取得による支出 △27 △9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △148

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 31 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,934 △5,872

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 9,073 1,939

短期借入金の返済による支出 △11,155 △2,622

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △67 △38

長期借入れによる収入 838 2,949

長期借入金の返済による支出 △6 △165

社債の発行による収入 14,919 －

社債の償還による支出 △83 －

少数株主からの払込みによる収入 78 －

自己株式の売却による収入 14 0

自己株式の取得による支出 △5 △3

配当金の支払額 △3,285 △1,788

少数株主への配当金の支払額 △85 △239

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,233 30

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,626 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,437 2,659

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 27,188 31,370
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 該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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  83,678 12,014 2,185 1,247  99,126  － 99,126

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 － 0 18 1  19 ( )19 －

計  83,678 12,014 2,204 1,248  99,146 ( )19 99,126

営業利益又は営業損失(△)  10,053 1,201 △232 △160  10,861 ( )2,503 8,358

  
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  63,298 9,868 1,806 2,088  77,061  － 77,061

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 － 0 10 12  22 ( )22 －

計  63,298 9,868 1,816 2,100  77,083 ( )22 77,061

営業利益又は営業損失(△)  6,791 633 △296 111  7,239 ( )2,198 5,041

〔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  58,041 25,891 9,435 5,758  99,126  － 99,126

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,117 962 21 0  4,102 ( )4,102 －

計  61,159 26,853 9,456 5,758  103,229 ( )4,102 99,126

営業利益  5,575 4,449 22 355  10,403 ( )2,044 8,358

  
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  48,272 19,475 5,753 3,559  77,061  － 77,061

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 3,170 719 0 0  3,891 ( )3,891 －

計  51,443 20,194 5,754 3,559  80,952 ( )3,891 77,061

営業利益又は営業損失(△)  4,980 2,414 △517 49  6,928 ( )1,887 5,041
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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）  9,606  25,952  5,482  164  41,205

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  99,126

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  9.7  26.2  5.5  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）  5,885  19,535  3,342  44  28,808

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  77,061

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.6  25.4  4.3  0.1  37.4

（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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