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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 25,010 △7.5 619 ― 719 ― 480 ―

21年3月期第3四半期 27,030 ― △820 ― △696 ― △1,411 ―

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 43.76 ―

21年3月期第3四半期 △125.51 ―

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 32,847 14,979 45.2 1,354.37
21年3月期 30,567 14,453 46.9 1,306.94

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,860百万円 21年3月期  14,339百万円

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 ― 9.00 ― 7.00 16.00
22年3月期 ― 7.00 ―

22年3月期 
（予想） 7.00 14.00

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 33,167 0.2 692 ― 760 ― 511 ― 46.57



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  無  

(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 

上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料の発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

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 11,320,000株 21年3月期  11,320,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  347,977株 21年3月期  347,977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 10,972,023株 21年3月期第3四半期 11,242,640株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心としたアジア向け輸出が増加し生産に持ち直しの

動きがみられるものの、企業の設備投資の減少や雇用環境の悪化から個人消費が低迷するなど、依然として先行き

不透明な状況が続いております。 

    当社グループにおきましては、通期業績回復を図るため、生産体制の見直しによる製造コストの削減や経費の圧

縮を強力に進める一方で、営業力強化に努めてまいりました。 

  軽包装部門では、個人消費意欲の減退から食品包装分野で苦戦を強いられておりますが、エアー緩衝材等の非食

品分野の受注が回復傾向にあり、概ね堅調に推移いたしました。 

  産業資材部門では、梱包資材分野が海外からの安価品の流入に押され苦戦を強いられていることや、建材向け用

途で、建設業界の回復の遅れから受注が伸び悩んでいることから、厳しい状況が続いております。一方、電気電子

テープ用剥離紙及び自動車向け用途は、比較的好調を維持しております。 

  機能性材料部門では、海外の液晶パネルメーカーで若干の在庫調整もありましたが、国内や中国政府における景

気刺激策により、主要取引先である液晶パネル業界の需要増を背景に、受注は回復してきております。  

  この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高25,010百万円（前年同期比7.5％減）、経常利益719百万

円（前年同期は経常損失696百万円）、四半期純利益480百万円（前年同期は四半期純損失1,411百万円）となりま

した。 

    なお、各部門別の売上高は下記のとおりです。 

    

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 流動資産は前連結会計年度末と比べて3,390百万円増加いたしました。主な要因は、売上が回復基調にあること

から受取手形及び売掛金が2,917百万円増加したためであります。 

 固定資産は前連結会計年度末と比べて1,110百万円減少いたしました。主な要因は、設備投資の抑制により有形

固定資産が825百万円減少したためであります。 

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末と比べて2,460百万円増加いたしました。主な要因は、売上の増加に伴い仕入高が

増加したことによる支払手形及び買掛金が3,003百万円増加したためであります。 

 固定負債は前連結会計年度末と比べて706百万円減少いたしました。主な要因は借入金の返済により長期借入金

が684百万円減少したためであります。 

（純資産） 

 純資産は前連結会計年度末に比べて525百万円増加いたしました。主な要因は、業績の回復により利益剰余金が

326百万円増加したことや株式の時価が増加したことによりその他有価証券評価差額金が193百万円増加したためで

あります。 

  

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

部門別   売上高   構成比   前年同期比 

軽包装部門   11,222百万円   44.9％    10.8％減 

産業資材部門   5,983百万円   23.9％    8.0％減 

機能性材料部門   7,343百万円   29.4％    1.0％減  

その他   460百万円   1.8％    11.9％減 

合計   25,010百万円   100.0％    7.5％減 

２．連結財政状態に関する定性的情報
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(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ325百万円増加し4,537百万円（前年同期比49.7％増）となりました。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1,557百万円（前年同期比158.1％増）となりました。これは税金等調整前四半期

純利益811百万円（前年同期は税金等調整前四半期純損失1,959百万円）、減価償却費1,093万円（前年同期比

21.5％減）、仕入債務の増加額3,093百万円（前年同期は減少額1,737百万円）等の増加要因がありましたが、売上

債権の増加額2,933百万円（前年同期は減少額744百万円）等の減少要因に相殺されたためであります。 

 （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11百万円（前年同期比98.0％減）となりました。これは有形固定資産の取得によ

る支出311百万円（前年同期比19.7％減）等の支出要因と、定期預金の純減額300百万円等の収入要因を反映したも

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1,220百万円（前年同期は85百万円の獲得）となりました。これは主に長期借入

金の返済による支出1,027百万円（前年同期比24.2％増）、短期借入金の純減額170百万円（前年同期は80百万円の

純増額）によるものであります。 

  

 当第３四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成21年11月12日付け「平成22年３月期 第２四半期決算短信」にお

いて公表した業績予想を変更しております。詳細は本日付け「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：千円）

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 4,637,119 4,211,269

受取手形及び売掛金 12,133,527 9,216,177

有価証券 601 600

商品及び製品 1,515,368 1,755,535

仕掛品 1,478,934 1,358,799

原材料及び貯蔵品 800,798 576,651

その他 346,977 365,116

貸倒引当金 △152,828 △114,629

流動資産合計 20,760,497 17,369,519

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,480,858 3,657,355

機械装置及び運搬具（純額） 2,930,539 3,537,225

土地 1,662,252 1,662,252

建設仮勘定 30,992 45,948

その他（純額） 155,259 182,274

有形固定資産合計 8,259,901 9,085,056

無形固定資産 81,362 94,042

投資その他の資産   

投資有価証券 2,696,422 2,353,103

長期貸付金 4,053 5,641

その他 1,428,946 2,125,137

貸倒引当金 △383,381 △464,759

投資その他の資産合計 3,746,039 4,019,123

固定資産合計 12,087,303 13,198,222

資産合計 32,847,800 30,567,742
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（単位：千円）

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 7,688,735 4,685,448

短期借入金 4,297,000 4,467,000

未払法人税等 76,525 －

賞与引当金 217,856 411,766

その他 2,059,770 2,315,418

流動負債合計 14,339,888 11,879,633

固定負債   

社債 310,000 320,000

長期借入金 2,052,000 2,736,600

退職給付引当金 778,868 793,922

役員退職慰労引当金 187,970 162,629

その他 199,980 221,793

固定負債合計 3,528,819 4,234,945

負債合計 17,868,708 16,114,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,176,000 2,176,000

資本剰余金 2,135,839 2,135,839

利益剰余金 10,258,348 9,931,786

自己株式 △116,870 △116,870

株主資本合計 14,453,317 14,126,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 406,886 213,076

評価・換算差額等合計 406,886 213,076

少数株主持分 118,888 113,331

純資産合計 14,979,092 14,453,162

負債純資産合計 32,847,800 30,567,742
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 27,030,710 25,010,783

売上原価 25,452,127 22,280,763

売上総利益 1,578,582 2,730,020

販売費及び一般管理費 2,399,071 2,110,673

営業利益又は営業損失（△） △820,488 619,347

営業外収益   

受取利息 5,085 3,305

受取配当金 60,709 61,570

クレーム収入 41,866 46,853

作業くず売却益 88,062 35,495

その他 45,121 61,794

営業外収益合計 240,845 209,019

営業外費用   

支払利息 106,784 101,888

その他 10,347 6,543

営業外費用合計 117,131 108,432

経常利益又は経常損失（△） △696,774 719,933

特別利益   

固定資産売却益 1,281 255

投資有価証券売却益 － 24,205

会員権売却益 － 75

貸倒引当金戻入額 － 43,177

補助金収入 85,480 65,597

特別利益合計 86,761 133,311

特別損失   

固定資産売却損 2,814 386

固定資産除却損 1,313 20,396

投資有価証券売却損 － 99

投資有価証券評価損 248,147 17,297

会員権評価損 3,400 3,375

貸倒引当金繰入額 463,383 －

減損損失 630,119 －

特別損失合計 1,349,178 41,554

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,959,191 811,690

法人税、住民税及び事業税 14,286 47,988

法人税等調整額 △563,132 278,264

法人税等合計 △548,846 326,253

少数株主利益 730 5,265

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,411,075 480,170
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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 8,161,221 8,600,177

売上原価 7,881,368 7,493,088

売上総利益 279,852 1,107,089

販売費及び一般管理費 860,874 695,115

営業利益又は営業損失（△） △581,021 411,973

営業外収益   

受取利息 2,392 686

受取配当金 28,659 28,291

クレーム収入 17,561 26,725

作業くず売却益 33,105 11,822

その他 6,718 14,768

営業外収益合計 88,438 82,294

営業外費用   

支払利息 36,370 32,888

その他 4,999 2,074

営業外費用合計 41,370 34,962

経常利益又は経常損失（△） △533,953 459,304

特別利益   

固定資産売却益 1,281 －

投資有価証券売却益 － 17,580

会員権売却益 － 75

貸倒引当金戻入額 － 43,177

補助金収入 － 59,436

特別利益合計 1,281 120,269

特別損失   

固定資産売却損 2,814 －

固定資産除却損 162 12,698

投資有価証券売却損 － 99

投資有価証券評価損 149,501 10,180

会員権評価損 1,150 －

貸倒引当金繰入額 463,383 －

減損損失 630,119 －

特別損失合計 1,247,131 22,977

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,779,804 556,595

法人税、住民税及び事業税 8,081 24,094

法人税等調整額 △525,200 197,682

法人税等合計 △517,119 221,776

少数株主利益 1,931 3,252

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,264,616 331,566
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,959,191 811,690

減価償却費 1,393,103 1,093,761

減損損失 630,119 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,001 △15,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,931 25,341

貸倒引当金の増減額（△は減少） 606,409 △43,177

受取利息及び受取配当金 △65,795 △64,875

支払利息 106,784 101,888

投資有価証券売却損益（△は益） － △24,106

投資有価証券評価損益（△は益） 248,147 17,297

固定資産除却損 1,313 20,396

会員権評価損 3,400 3,375

補助金収入 △85,480 △65,597

有形固定資産売却損益（△は益） 1,533 130

売上債権の増減額（△は増加） 744,715 △2,933,632

たな卸資産の増減額（△は増加） 494,191 △104,115

仕入債務の増減額（△は減少） △1,737,545 3,093,981

未払消費税等の増減額（△は減少） 322,702 △124,988

その他 △174,989 △219,374

小計 493,487 1,572,941

利息及び配当金の受取額 65,635 65,463

利息の支払額 △104,209 △99,009

補助金の受取額 85,480 6,161

法人税等の還付額 63,045 11,740

営業活動によるキャッシュ・フロー 603,440 1,557,297

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △388,186 △311,787

無形固定資産の取得による支出 △28,804 △190

有形固定資産の売却による収入 7,053 8,973

投資有価証券の取得による支出 △149,634 △87,590

投資有価証券の売却による収入 369 77,620

貸付けによる支出 △5,670 △6,050

貸付金の回収による収入 10,679 7,573

その他 － 300

投資活動によるキャッシュ・フロー △554,192 △11,151
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（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 80,000 △170,000

長期借入れによる収入 1,200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △827,850 △1,027,850

社債の償還による支出 △46,000 △40,000

自己株式の取得による支出 △112,228 －

配当金の支払額 △186,670 △144,088

少数株主への配当金の支払額 △800 －

その他 △20,651 △38,357

財務活動によるキャッシュ・フロー 85,799 △1,220,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 135,047 325,850

現金及び現金同等物の期首残高 2,896,510 4,211,869

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,031,557 4,537,720
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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） 

当社グループの事業は、化成品の製造・販売並びにこれら付随業務の単一事業であります。従いまして開示対象

となるセグメントはありませんので記載は省略しております。 

  

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） 

当社グループの事業は、化成品の製造・販売並びにこれら付随業務の単一事業であります。従いまして開示対象

となるセグメントはありませんので記載は省略しております。  

  

  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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