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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 1,881 △22.6 31 △19.4 34 △12.1 18 △12.2

21年3月期第3四半期 2,431 ― 39 ― 39 ― 21 ―

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 1.45 ―

21年3月期第3四半期 1.65 ―

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 2,102 1,173 55.8 90.38
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3四半期  1,173百万円 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  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 2,565 △12.6 45 ― 41 548.6 18 ― 1.38
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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3四半期 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3四半期 11,064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3四半期 12,989,381株 21年3月期第3四半期 12,990,744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３四半期会計期間のわが国経済は、国内民間需要の自律的回復はなお弱いものの輸出や生産は増加が続き、企

業の業況感は製造業を中心に緩やかに改善していますが、そのペースは更に緩やかになりつつあります。個人消費は

厳しい雇用・所得環境が続く中にあっても、当面各種対策の効果などから耐久消費材を中心に持ち直しの動きが続く

と思われますが、一方設備投資は下げ止まりつつはありますが回復にはいたっておりません。 

 このような情勢のもとに、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３四半期累計期間の売上高は1,881百万円(前年同期比22.6%減)、売上総利益は292百万円(前年同

期比14.3%減）、営業利益は31百万円(前年同期比19.4%減)、経常利益は34百万円(前年同期比12.1%減)、当第３四半

期累計期間純利益は18百万円(前年同期比12.2%減)となり、前年同期からの減少幅を縮めつつあります。主要な部門

別の営業概況は次のとおりです。 

（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、生産量（４～12月）は前年

同期の約78％にまで回復してきております。このような環境のもとに、当社のナイロンを中心とするリサイクル樹脂

事業はリサイクル促進という社会環境のもと、既存分野の回復及び新規用途開発に努めた結果、前年同期に対して

93%まで回復してまいりました。一方、ユニチカグループからの樹脂加工受託事業も当第３四半期初から急激に回復

してきており、前年同期に対して63%まで戻っています。その結果、売上高は1,463百万円（前年同期比27.2%減）、

営業利益は28百万円（前年同期比53.6%減）と回復傾向にあります。 

（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。こうしたなか、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409百万円（前年同期比0.5%減）でしたが、営業利益は１百万円（前年同期は営業

損失８百万円）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249百万円増加、現金及び預金36百万円

減少、たな卸資産62百万円減少したこと等により、前事業年度末比86百万円（同4.3％）増加し、2,102百万円となり

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159百万円増加、借入金75百万円減少したこと等により、前事

業年度末比67百万円（同7.9％）増加し、928百万円となりました。 

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18百万円増加したこと等によ

り、前事業年度末比18百万円（同1.6％）増加し、1,173百万円となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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36百万円

減少し、76百万円となりました。 

 当第３四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、106百万円（前年同期は３百万円の使用）となりました。主なプラス要因は税引

前四半期純利益34百万円（前年同期比12.1％減）、減価償却費65百万円（前年同期比8.6％減）の計上、たな卸資産

の減少62百万円（前年同期は72百万円の増加）、仕入債務の増加166百万円（前年同期は111百万円の減少）、法人税

等の還付21百万円（前年同期は49百万円の支払）等であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加249百万円（前年

同期は172百万円の減少）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、66百万円（前年同期比137.0％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42百万円（前年同期比54.7％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、77百万円（前年同期比12.9％増）となりました。主な要因は長期借入金の返済に

よる支出75百万円（前年同期比10.0％増）等によるものであります。 

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
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 今後につきましては、化成部門では緩やかではありますが、景気回復の影響を受けて自動車・電機関連の需要が戻

りつつあり、当社ではリサイクル樹脂販売が堅調に推移したことに加え、プラスチックコンパウンド受託事業が回復

傾向を辿っております。また製品部門においても需要減退傾向のなかにありながら、カテキン製品等の機能商品を中

心に展開し、拡大はないもののコストダウン対策の効果が表れ、利益改善が進んでおります。 

 以上のような業況の好転、合理化対策の結果、平成21年５月15日に公表しました平成22年３月期の業績予想を以下

のように修正いたします。売上高2,565百万円（前年同期比12.6%減)、営業利益45百万円(前年同期は８百万円の営業

損失)、経常利益41百万円(前年同期は６百万円)、当期純利益18百万円(前年同期は１百万円）。 

  

  

 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 76,559 113,467

受取手形及び売掛金 714,954 465,013

商品及び製品 214,275 241,184

原材料及び貯蔵品 77,708 113,408

預け金 320,000 300,000

その他 16,640 74,613

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 1,419,638 1,307,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 227,981 225,029

機械及び装置（純額） 249,132 270,141

土地 75,322 75,322

その他（純額） 30,516 33,603

有形固定資産合計 582,952 604,097

無形固定資産 4,953 3,581

投資その他の資産   

その他 94,815 102,619

貸倒引当金 － △1,897

投資その他の資産合計 94,815 100,722

固定資産合計 682,722 708,401

資産合計 2,102,360 2,015,589

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 428,348 268,451

短期借入金 153,896 172,514

未払法人税等 1,352 1,602

賞与引当金 1,531 7,044

その他 63,190 55,398

流動負債合計 648,318 505,010

固定負債   

長期借入金 141,930 198,398

退職給付引当金 130,182 147,035

その他 7,996 10,038

固定負債合計 280,109 355,471

負債合計 928,427 860,482

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 474,932 456,051

自己株式 △1,262 △1,207

株主資本合計 1,173,932 1,155,107

純資産合計 1,173,932 1,155,107

負債純資産合計 2,102,360 2,015,589
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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 2,431,393 1,881,193

売上原価 2,090,295 1,589,028

売上総利益 341,098 292,165

販売費及び一般管理費 301,728 260,416

営業利益 39,370 31,748

営業外収益   

受取利息 2,048 3,625

助成金収入 － 2,180

債務勘定整理益 2,957 488

雑収入 1,692 2,836

営業外収益合計 6,699 9,131

営業外費用   

支払利息 3,463 5,142

雑損失 3,504 1,357

営業外費用合計 6,968 6,499

経常利益 39,101 34,379

税引前四半期純利益 39,101 34,379

法人税、住民税及び事業税 712 712

法人税等調整額 16,896 14,787

法人税等合計 17,609 15,499

四半期純利益 21,492 18,880
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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 39,101 34,379

減価償却費 71,349 65,194

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △1,897

退職給付引当金の増減額（△は減少） △31,508 △16,852

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,313 △5,513

受取利息及び受取配当金 △2,142 △3,674

支払利息 3,463 5,142

売上債権の増減額（△は増加） 172,239 △249,940

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,014 62,608

仕入債務の増減額（△は減少） △111,292 166,909

その他 △4,763 31,131

小計 46,119 87,488

利息及び配当金の受取額 3,290 3,647

利息の支払額 △3,223 △4,881

法人税等の支払額 △49,661 △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 △3,474 106,848

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 △27,718 △42,868

無形固定資産の取得による支出 △360 △2,388

貸付けによる支出 △1,000 △1,900

貸付金の回収による収入 750 582

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 △28,088 △66,574

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 △68,238 △75,086

自己株式の取得による支出 △105 △54

その他 － △2,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △68,343 △77,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △99,906 △36,907

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 198,919 76,559
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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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