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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の景気刺激策の効果により、一部において

改善の兆しがみられるものの、円高、デフレ傾向による企業業績の低迷や雇用環境が厳しいことを背景に、設備投資

の抑制や個人消費が低調に推移するなど、先行き不透明な状況は継続しております。 

当社が関係しております粘着・接着・香料・ラミネート業界におきましても、在庫調整が一段落して一部で需要

が回復しているものの、依然として需要は低迷し、厳しい事業環境となりました。 

このような経済情勢のなかで、当社といたしましては、顧客ニーズを的確に把握し、新製品の開発並びに既存製

品の新規用途開拓に努めるとともに、緻密な営業活動による販売強化に努めてまいりました。また、生産体制の見直

しを図るとともに、経営全般にわたり一層の合理化や効率化を推進してまいりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高7,753百万円（前年同期比92.9％）、経常利益は642

百万円（前年同期比297.8％）となりました。四半期純利益は、368百万円（前年同期比233.0％）となりました。  

  

（１）財政状態  

 総資産は19,131百万円となり前事業年度末に比べ262百万円の増加となりました。その主な要因は、前渡金201百万

円減少、商品及び製品302百万円減少等ありましたが、現金及び預金274百万円、受取手形及び売掛金488百万円等そ

れぞれ増加したためであります。 

 負債は3,875百万円となり前事業年度末に比べ3百万円の減少となりました。その主な要因は、短期借入金200百万

円減少、賞与引当金126百万円減少等ありましたが、買掛金230百万円、未払法人税等93百万円等それぞれ増加し、ほ

ぼ前事業年度なみとなりました。 

 純資産は15,256百万円となり前事業年度末に比べ265百万円の増加となりました。その主な要因は、利益剰余金240

百万円、その他有価証券評価差額金25百万円等それぞれ増加したためであります。 

（２）キャッシュ・フロー 

 当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は2,514百万円となり、前事業年度末と

比べ274百万円の増加となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは1,047百万円の収入となりました。その主な要因は、売上債権の増加488百万

円等の計上がありましたが、税引前四半期純利益568百万円、減価償却費522百万円、たな卸資産の減少187百万円及

び仕入債務の増加230百万円等の計上によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは390百万円の支出となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得によ

る支出384百万円等であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは385百万円の支出となりました。その主な要因は、短期借入金の返済による

支出200百万円及び配当金の支払額123百万円等であります。  

  

 通期の業績予想につきましては、平成21年10月30日公表の数値から修正しております。詳細につきましては本日

（平成22年１月29日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 なお、業績予想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異なる可能性があります。 

  

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
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① 簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく

年間償却予定額を期間按分しております。 

・たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算定に関しましては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、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場合に、前事業年度末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り算定しております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

  

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,416,948 2,142,574

受取手形及び売掛金 2,803,421 2,314,633

有価証券 346,061 345,581

商品及び製品 1,204,055 1,506,461

仕掛品 725,180 670,382

原材料及び貯蔵品 3,546,772 3,486,981

繰延税金資産 38,386 81,961

その他 208,297 383,742

貸倒引当金 △2,522 △2,310

流動資産合計 11,286,601 10,930,008

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,044,424 1,061,140

機械及び装置（純額） 1,160,283 1,478,803

土地 3,751,581 3,751,581

その他（純額） 1,155,034 942,052

有形固定資産合計 7,111,322 7,233,577

無形固定資産 22,488 23,661

投資その他の資産   

投資有価証券 507,341 462,678

繰延税金資産 153,790 180,493

その他 64,198 52,852

貸倒引当金 △13,816 △13,816

投資その他の資産合計 711,512 682,206

固定資産合計 7,845,324 7,939,445

資産合計 19,131,926 18,869,453

負債の部   

流動負債   

買掛金 634,795 404,432

短期借入金 1,949,196 2,141,696

未払法人税等 103,852 10,332

賞与引当金 30,392 156,961

その他 493,241 423,735

流動負債合計 3,211,477 3,137,157

固定負債   

長期借入金 213,082 282,479

退職給付引当金 169,544 189,572

役員退職慰労引当金 281,084 269,056
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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) 

その他 450 450

固定負債合計 664,161 741,558

負債合計 3,875,638 3,878,715

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,789,567 1,789,567

資本剰余金 1,729,013 1,729,013

利益剰余金 11,831,186 11,590,631

自己株式 △137,413 △137,318

株主資本合計 15,212,353 14,971,894

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,934 18,844

評価・換算差額等合計 43,934 18,844

純資産合計 15,256,287 14,990,738

負債純資産合計 19,131,926 18,869,453
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 8,345,634 7,753,578

売上原価 6,377,716 5,778,586

売上総利益 1,967,918 1,974,992

販売費及び一般管理費 1,649,600 1,339,192

営業利益 318,318 635,799

営業外収益   

受取利息 7,990 2,171

受取配当金 12,005 9,207

助成金収入 － 15,889

その他 28,106 20,490

営業外収益合計 48,102 47,759

営業外費用   

支払利息 25,866 19,409

手形売却損 10,389 5,117

為替差損 108,545 11,296

その他 5,948 5,452

営業外費用合計 150,749 41,276

経常利益 215,671 642,282

特別利益   

固定資産売却益 2,810 －

投資有価証券売却益 1,160 －

収用補償金 51,870 －

特別利益合計 55,840 －

特別損失   

固定資産処分損 15,818 66

投資有価証券売却損 2 －

環境対策費 － 74,000

特別損失合計 15,821 74,066

税引前四半期純利益 255,690 568,216

法人税、住民税及び事業税 50,617 146,665

法人税等調整額 46,980 53,271

法人税等合計 97,598 199,937

四半期純利益 158,092 368,279
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 255,690 568,216

減価償却費 691,236 522,987

受取利息及び受取配当金 △19,996 △11,379

支払利息 25,866 19,409

為替差損益（△は益） 74,253 △2,623

収用補償金 △51,870 －

売上債権の増減額（△は増加） 180,392 △488,787

たな卸資産の増減額（△は増加） 325,149 187,816

仕入債務の増減額（△は減少） 188,853 230,362

その他 △487,707 83,562

小計 1,181,867 1,109,564

利息及び配当金の受取額 18,913 11,601

利息の支払額 △25,196 △20,959

収用補償金の受取額 51,870 －

法人税等の支払額 △69,488 △53,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,157,965 1,047,061

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 △288,266 △188,665

定期預金の払戻による収入 278,038 188,467

有価証券の取得による支出 △70,403 △70,606

有価証券の売却による収入 70,147 70,403

有形固定資産の取得による支出 △591,510 △384,475

有形固定資産の売却による収入 2,925 －

無形固定資産の取得による支出 － △2,657

投資有価証券の取得による支出 △2,983 △2,565

投資有価証券の売却による収入 1,945 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △600,105 △390,099

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △400,000 △200,000

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △111,897 △111,897

自己株式の取得による支出 △743 △95

配当金の支払額 △123,224 △123,140

財務活動によるキャッシュ・フロー △635,864 △385,132

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74,253 2,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,257 274,452

現金及び現金同等物の期首残高 2,015,890 2,239,730

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,863,632 2,514,182
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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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（１）生産、受注及び販売の状況  

① 生産実績 

 当第３四半期累計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 商品仕入実績 

 当第３四半期累計期間における商品仕入実績は44,322千円でありましたが、仕入品目が多岐にわたり、事業部門

別に分類することが困難であるため記載を省略しております。 

 なお、金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 受注状況 

 当社は主として見込生産によっているため、該当事項はありません。 

④ 販売実績 

 当第３四半期累計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．当第３四半期累計期間の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％）

粘着・接着用樹脂部門  3,143,696  89.7

化成品部門  2,554,423  117.1

ホットメルト接着剤部門  1,847,603  86.8

ラミネート品部門  555,101  62.3

合計  8,100,823  93.1

事業部門別 金額(千円) 前年同期比(％) 

粘着・接着用樹脂部門  2,986,097  91.1

化成品部門  2,344,531  110.4

ホットメルト接着剤部門  1,736,071  94.1

ラミネート品部門  563,403  60.6

その他部門  123,474  72.3

合計  7,753,578  92.9

輸出先 

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

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

（参考）前事業年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

東南アジア  1,047,360  59.9  1,087,783  77.6  1,242,250  61.9

欧州  455,895  26.1  197,374  14.1  497,166  24.8

北米  196,871  11.3  111,056  7.9  220,012  11.0

その他  47,418  2.7  5,999  0.4  47,418  2.3

合計 
 

（20.9％）

1,747,546
 100.0

 

（18.1％）

1,402,214
 100.0

 

（19.6％）

2,006,847
 100.0
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