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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

平成21年12月期は決算期変更に伴い、９カ月の変則決算となっております。従いまして、平成21年12月期第１四半期の期間は平成21年４月１日～平成21
年６月30日となっておりますので、業績比較の際はご注意下さい。なお、前年同期比較の詳細につきましては3ページに記載の【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をご覧下さい。 

(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12月期第1四半期 6,894 5.3 585 128.0 580 118.4 340 151.2
21年12月期第1四半期 6,548 △1.4 256 23.9 265 26.0 135 △10.1

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12月期第1四半期 8.52 ―

21年12月期第1四半期 3.39 ―

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12月期第1四半期 35,508 28,223 79.4 705.64
21年12月期 35,358 27,979 79.1 699.52

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  28,223百万円 21年12月期  27,979百万円

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12月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
前期は決算期変更に伴い、９カ月間の変則決算となっております。このため通期業績予想の対前期増減率は記載しておりません。 

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

第2四半期 
連結累計期間

14,000 1.5 550 △23.8 550 △25.1 280 △22.4 7.00

通期 29,200 ― 1,700 ― 1,700 ― 900 ― 22.50
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。〕 

(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） 

〔（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。〕 

(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 

 平成22年２月10日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも当初予想を修正しておりません。詳細につきましては、５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下さい。 
 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、本資料の発表日現在の見通しに基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の
業績が予想数値と大幅に異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 40,000,000株 21年12月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  2,565株 21年12月期  2,264株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 39,997,661株 21年12月期第1四半期 39,998,234株
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【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 

(注)決算期変更に伴い、前連結会計年度の第 1四半期は平成 21年 4月１日～平成 21年 6月 30日となりますが、 
以下では業績比較を容易にするため実質的な前年同期である平成 21年３月期第４四半期（平成 21年１月１日～平成 21年
３月 31日）との比較を記載しております。 

増 減  前年同期（参考） 

（自 平成 21 年１月 １日 

  至 平成 21 年３月 31 日) 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 22 年１月 １日 

  至 平成 22 年３月 31 日） 金 額 伸率 

 

売 上 高 

営 業 利 益 

経 常 利 益 

四 半 期 純 利 益 

百万円 

7,504 

522 

515 

167 

百万円 

6,894 

585 

580 

340 

百万円 

△609  

63  

65  

172  

％ 

△8.1 

12.1 

12.7 

103.2 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、景気の緩やかな回復に伴い一部製品が増加に転じたものの、主力の

管工機材製品は大幅な減少が続き、68 億９千４百万円(前年同期比 8.1％減)となりました。 

利益につきましては、このような厳しい状況の中、引続き中期経営計画の着実な実行を目標に掲げ、経費削

減ならびに効率化を進めたことなどにより、営業利益は５億８千５百万円（同 12.1％増）となりました。 

四半期純利益は、前年同期に計上した特別損失がなくなったこともあり３億４千万円（同 103.2％増）とな

りました。 

 

事業部門別の業績の状況は次のとおりであります。           （単位:百万円） 
売上高 営業利益 

事業部門 
前四半期 当四半期 増減 前四半期 当四半期 増減 

管 工 機 材 
ラ イ フ サ ポ ー ト 

成 形 材 

環 境 ビ ジ ネ ス 

5,135 

1,738 

542 

88 

4,244 

1,872 

702 

75 

△890 

133 

159 

△12 

517 

146 

△88 

△53 

258 

291 

70 

△36 

△258 

144 

159 

17 

合  計 7,504 6,894 △609 522 585 63 

 

（管工機材部門） 

管工機材関連製品は全般に需要低迷が続き、売上高は 42 億４千４百万円（前年同期比 17.3％減）となり

ました。営業利益については、生産･物流合理化や不採算製品に対する改善策の実施効果はあったものの、稼

働率の大幅な低下に加えて原材料価格の上昇分を補うことができず、２億５千８百万円（同 50.0％減）とな

りました。 

（ライフサポート部門） 

家庭用日用雑貨品は消費減退の影響を受けて減少しましたが、主力の介護・福祉関連製品は概ね堅調に推

移しました。この結果、ライフサポート部門全体の売上高は 18 億７千２百万円（前年同期比 7.7％増）とな

りました。営業利益につきましては、コスト削減の効果などにより２億９千１百万円（同 98.8％増）となり

ました。 

（成形材部門） 

エラストマーコンパウンドは、国内ユーザーの需要が回復傾向となったこと、および新規用途開拓の成

果が出はじめたことなどから、売上高は前年同期に比べて大幅に増加しました。特定需要家向け合成樹脂

成形製品はほぼ横ばいの状況で推移しました。この結果、成形材部門全体の売上高は７億２百万円（前年

同期比 29.4％増）、営業利益は７千万円と前年同期に比べて改善いたしました。（前年同期は８千８百万円

の損失） 

（環境ビジネス部門） 

環境用品は、分別ごみ容器等がオフィス向け需要に下げ止まりの傾向がみられましたが、環境ビジネス

部門全体の売上高は７千５百万円（前年同期比 14.5％減）となりました。営業損益は、３千６百万円の営

業損失となりました。（前年同期は５千３百万円の営業損失） 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

増 減  前連結会計年度末 

(平成 21年 12月 31日) 

当第１四半期連結 

会計期間末 

(平成 22年 3月 31日) 
金 額 伸率 

 

総 資 産 

負 債 の 部 

純 資 産 の 部 

百万円 

35,358 

7,378 

27,979 

百万円 

35,508 

7,284 

28,223 

百万円 

150 

△94 

244 

％ 

0.4 

△1.3 

0.9 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 355億８百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億５千万

円増加しました。資産の部は流動資産が４億２千１百万円増加し、固定資産が２億７千１百万円減少しま

した。流動資産は、受取手形及び売掛金が２億９千６百万円減少し、現金及び預金(関係会社預け金を含

む)が４億１千５百万円、棚卸資産が２億５千１百万円いずれも増加しております。 

負債の部合計は 72億８千４百万円となり、前連結会計年度末に比べて９千４百万円減少しました。 

純資産の部合計は 282億２千３百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億４千４百万円増加しまし

た。これは利益剰余金などの増加によるものであります。 

 

 

 

前年同期（参考） 

（自 平成 21年１月 １日 

  至 平成 21年３月 31日) 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 22年１月 1日   

    至 平成 22年３月 31日） 

 

営業活動によるキャッシュ･フロー 

投資活動によるキャッシュ･フロー 

財務活動によるキャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物四半期末残高 

百万円 

1,063 

△209 

△12 

8,757 

百万円 

945 

△384 

△106 

10,064 

(注)決算期変更に伴い、前連結会計年度の第 1四半期は平成 21年 4月１日～平成 21年 6月 30日となりますが、 
ここでは業績比較を容易にするため実質的な前年同期である平成 21年３月期第４四半期（平成 21年１月１日～平成

21年３月 31日）との比較について記載しております。 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は期首に比べて４億５千５百万円増

加し、100億６千４百万円となりました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、９億４千５百万円の収入（前年同期比１億１千８百万

円の収入減）となりました。主な収入の要因は税金等調整前四半期純利益５億７千５百万円、減価償却費

４億２千１百万円などであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出など３億８千４百万円の支出（前年

同期比１億７千４百万円の支出増）となりました。 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、配当金の支払額など１億６百万円の支出（前年同期

比９千３百万円の支出増）となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の日本経済は、緩やかな回復が続くものと予想されますが、住宅着工数の大幅な減少や原材料価格

の高騰、競争の激化など当社グループを取り巻く環境は非常に厳しさを増すものと予想しております。特

に管工機材製品はその影響が大きく、加えて公共投資の縮減も継続しており業績の下振れが懸念されます。 

当第１四半期連結累計期間は、利益面では当初の第２四半期連結累計期間の計画値を上回りましたが、

今後の事業環境は先行き不透明であり、現時点では業績予想の修正は行っておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

（簡便な会計処理） 

1.当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の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。 

2.法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

（四半期連結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。 

 

(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 

（棚卸資産の評価方法の変更） 

従来、当社は総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法）を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より移動平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）に変更いたしました。 

これは、基幹業務に係る新しい情報システムを導入したことにより、従来に比べ、製造・物流部

門を統合したきめ細かい棚卸資産の管理が可能となったため、より適正な在庫評価・期間損益の算

出を行うためであります。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。 



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1四半期 
連結会計期間末 

(平成22年3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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,658 1,244 

受取手形及び売掛金 8,899 9,195 

商品及び製品 3,109 2,917 

仕掛品 422 252 

原材料及び貯蔵品 761 871 

関係会社預け金 8,406 8,405 

その他 388 319 

貸倒引当金 △72 △54 

流動資産合計 23,572 23,151 

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,427 4,427 

その他（純額） 6,198 6,362 

有形固定資産合計 10,625 10,789 

無形固定資産 552 585 

投資その他の資産   

投資有価証券 409 407 

その他 377 452 

貸倒引当金 △29 △27 

投資その他の資産合計 757 831 

固定資産合計 11,936 12,207 

資産合計 35,508 35,358 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,529 4,293 

1年内返済予定の長期借入金 22 22 

未払法人税等 297 194 

賞与引当金 316 129 

その他 1,254 885 

流動負債合計 5,420 5,525 

固定負債   

長期借入金 64 70 

退職給付引当金 200 205 

その他 1,598 1,577 

固定負債合計 1,864 1,853 

負債合計 7,284 7,378 
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（単位：百万円）

当第1四半期 
連結会計期間末 

(平成22年3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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,220 4,220 

資本剰余金 3,542 3,542 

利益剰余金 20,417 20,176 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 28,179 27,938 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44 40 

評価・換算差額等合計 44 40 

純資産合計 28,223 27,979 

負債純資産合計 35,508 35,358 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 6,548 6,894 

売上原価 4,379 4,446 

売上総利益 2,169 2,448 

販売費及び一般管理費 1,912 1,863 

営業利益 256 585 

営業外収益   

受取利息 19 14 

受取配当金 2 0 

雑収入 12 10 

営業外収益合計 34 25 

営業外費用   

支払利息 10 8 

売上割引 9 2 

環境整備費 － 6 

雑損失 5 12 

営業外費用合計 25 30 

経常利益 265 580 

特別利益   

固定資産売却益 － 0 

ゴルフ会員権売却益 － 1 

貸倒引当金戻入額 9 0 

特別利益合計 9 1 

特別損失   

固定資産除売却損 3 6 

特別損失合計 3 6 

税金等調整前四半期純利益 271 575 

法人税、住民税及び事業税 202 268 

法人税等調整額 △66 △34 

法人税等合計 136 234 

四半期純利益 135 340 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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 271 575 

減価償却費 400 421 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0 △5 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7 0 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56 20 

受取利息及び受取配当金 △22 △14 

支払利息 10 8 

賞与引当金の増減額（△は減少） 199 187 

製品回収引当金繰入額 △3 － 

固定資産除売却損益（△は益） 3 6 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △1 

売上債権の増減額（△は増加） 1,217 296 

たな卸資産の増減額（△は増加） 144 △251 

仕入債務の増減額（△は減少） △862 △763 

その他の資産・負債の増減額 145 612 

小計 1,440 1,093 

利息及び配当金の受取額 22 14 

利息の支払額 △0 △0 

法人税等の支払額 △210 △161 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,251 945 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 40 

固定資産の取得による支出 △274 △423 

固定資産の売却による収入 － 0 

固定資産の除却による支出 － △2 

ゴルフ会員権の売却による収入 － 1 

投資有価証券の取得による支出 － △1 

投資有価証券の売却による収入 － 1 

その他 △1 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △275 △384 

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 △5 △5 

配当金の支払額 △280 △89 

自己株式の取得による支出 － △0 

その他 △8 △10 

財務活動によるキャッシュ・フロー △294 △106 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 680 455 

現金及び現金同等物の期首残高 8,757 9,609 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,438 10,064 
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(4)継続企業の前提に関する注記 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 22年１月１日  至 平成 22年３月 31日） 

該当事項はありません。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成 22年１月１日  至 平成 22年３月 31日） 

 該当事項はありません。

 

 




