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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） 

 

(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 1,445 18.9 79 1,587.1 86 338.2 51 205.2
21年12月期第1四半期 1,215 ― 5 ― 20 ― 17 ―

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 5.42 ―

21年12月期第1四半期 1.78 ―

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 6,069 3,727 61.3 393.30
21年12月期 6,047 3,660 60.4 386.08

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  3,719百万円 21年12月期  3,651百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

2,800 15.4 110 426.2 128 74.2 75 35.7 7.93

通期 5,800 15.4 230 229.8 260 76.0 170 76.9 17.98
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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、４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） 

(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 

  業績予想等の将来に関する記述は、業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定および現時点における入手可能な情報を前提としており、実際の業
績等は様々な要因で大きく異なる結果となる可能性があります。  
  業績予想に関しましては添付資料の４ページをご参照ください。  

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12月期第1四半期 10,000,000株 21年12月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  543,168株 21年12月期  542,557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  9,457,138株 21年12月期第1四半期  9,458,295株
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や各種経済政策の効果などから、着実に持ち直

しつつあるものの、失業率の高止まりや設備投資の低位横ばい等、国内需要の自律的回復力は弱いまま推移いたしま

した。 

このような環境のもと、当社グループ製品のユーザーである製造業界においても生産、出荷とも回復過程にはあ

るものの、依然として、リーマン・ショック前の水準には達していない状況であります。当社グループ製品に対する

需要につきましても、回復はしているものの、穏やかな増加にとどまっております。 

一方利益面では、昨年度の期中から実施した、人件費をはじめとする諸経費の削減および第一次第二次緊急対策

効果等により、当第１四半期連結会計期間については増益となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、 売上高1,444,689千円(前年同期比18.9%増)、営業利益78,941千

円(前年同期比1,587.1%増)、経常利益85,794千円(前年同期比338.2%増)となり、また四半期純利益は51,251千円(前

年同期比205.2%増)となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの概況は、以下のとおりであります。  

（研磨布紙等製造販売事業）  

 家具等木工関連の足取りは重いものの、その他のユーザーの稼働率上昇や商社等代理店からの在庫補充による受注

増から、売上高は増加しており、売上に伴い利益も増加いたしました。 

 この結果、売上高は1,191,930千円(前年同期比26.8%増)、営業利益は51,091千円（前年同期は2,393千円の営業損 

失）となりました。 

   

（ＯＡ器材部材等製造販売事業） 

 当社グループは、複写機、ファクシミリ、印刷機、ＡＴＭ等に組み込まれる各種紙送り用ローラーを受注生産して

いますが、当該製品の海外への生産シフトに伴う現地調達化の進展により売上高は減少したものの、自社製品である

グリップローラの操業度の上昇等、原価率の減少効果により増益となりました。 

  この結果、売上高は171,544千円(前年同期比11.2%減)、営業利益は27,809千円（前年同期比54.2%増）となりまし 

た。 

   

（不動産賃貸事業） 

 株式会社ダイエーに賃貸しております理研神谷ビルの賃貸収入は81,215千円(前年同期と同額)、営業利益は60,835 

千円（前年同期比1.0%減）となりました。  

  

（財政状態）  

 当第１四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21,347千円増加し、6,068,752千円になりまし

た。これは主に、たな卸資産が70,039千円減少、減価償却費が進んだことより有形固定資産が29,919千円減少しまし

たが、売上の増加に伴い売上債権が56,039千円増加、時価評価額が増加したことにより投資有価証券が62,064千円増

加したことによるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べ45,945千円減少し、2,341,379千円になりました。これは主に、仕入高の増加に伴

い仕入債務が52,502千円増加、課税所得の増加により未払法人税等が32,096千円増加、賞与引当金が21,800千円増

加、投資有価証券の時価評価額が増加したことにより繰延税金負債が28,385千円増加しましたが、約定返済が進んだ

ことにより長短借入金が169,000千円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ67,292千円増加し、3,727,373千円になりました。  

  

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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 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間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て

22,379千円（5.4％）増加し、439,497千円となりました。 

 また、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

 営業活動の結果獲得した資金は171,117千円（前年同期は94,492千円の獲得）となりました。主な増加の要因は、

税金等調整前四半期純利益の計上85,893千円、たな卸資産の減少70,455千円、仕入債務の増加52,822千円、非資金取

引である減価償却費35,178千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加55,778千円、非資金取引である持分法によ

る投資利益11,463千円であります。 

  投資活動の結果獲得した資金は46,882千円（前年同期は24,805千円の獲得）となりました。主な増加の要因は、貸

付金の回収による収入49,254千円であり、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1,672千円であります。 

 財務活動の結果支出した資金は197,860千円（前年同期は84,270千円の支出）となりました。主な減少要因は、短

期借入金の純減少32,116千円、長期借入金の返済による支出136,885千円および配当金の支払27,377千円でありま

す。   

  

当社グループの当第１四半期においては、予想に対し、立ち上がりの早い需要の回復から売上高は微増いたしま

した。同様に、利益面についても、原価率圧縮諸対策効果等を要因として増加いたしました。 

ただし、当第２四半期以降については、「経済は穏やかな回復基調で推移する」との期初からの環境認識に大き

な変わりはなく、また、利益面においても厳しい経営環境が続くものと考えております。 

つきましては、今後も全社一丸となって今次不況以前の販売水準への早期回復に取り組むとともに、在庫管理の

徹底と生産効率の改善によるコスト削減および多様化するユーザーのニーズにこたえるべく新製品、新市場の開発

に全力を挙げて取り組んでまいる所存であります。 

なお、これらを踏まえ、平成22年2月16日に公表いたしました当社グループの平成22年度の業績予想を修正いたし

ました。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

(ⅰ)棚卸資産の評価方法 

 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定する方法によっております。 

  

(ⅱ)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ては、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るので、前連結会計年度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 

 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 529,497 507,118

受取手形及び売掛金 1,125,092 1,069,053

商品及び製品 744,006 779,357

仕掛品 557,291 599,168

原材料及び貯蔵品 244,756 237,567

その他 120,746 108,582

貸倒引当金 △993 △1,140

流動資産合計 3,320,395 3,299,705

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,294,767 3,294,729

減価償却累計額 △2,329,253 △2,313,088

建物及び構築物（純額） 965,514 981,641

機械装置及び運搬具 1,600,034 1,599,426

減価償却累計額 △1,370,960 △1,356,029

機械装置及び運搬具（純額） 229,074 243,397

その他 615,500 612,377

減価償却累計額 △243,646 △241,054

その他（純額） 371,854 371,323

有形固定資産合計 1,566,442 1,596,361

無形固定資産 32,872 32,998

投資その他の資産   

その他 1,152,543 1,121,841

貸倒引当金 △3,500 △3,500

投資その他の資産合計 1,149,043 1,118,341

固定資産合計 2,748,357 2,747,700

資産合計 6,068,752 6,047,405
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 707,764 655,262

短期借入金 50,300 82,415

1年内返済予定の長期借入金 563,640 556,740

未払法人税等 41,959 9,863

賞与引当金 21,800 －

その他 125,416 123,293

流動負債合計 1,510,879 1,427,573

固定負債   

長期借入金 446,590 590,375

修繕引当金 64,427 62,191

退職給付引当金 138,663 147,928

役員退職慰労引当金 71,264 76,678

長期預り金 50,000 50,000

その他 59,556 32,579

固定負債合計 830,500 959,751

負債合計 2,341,379 2,387,324

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 98,753 98,753

利益剰余金 3,168,120 3,145,241

自己株式 △104,597 △104,516

株主資本合計 3,662,276 3,639,478

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 77,766 40,776

繰延ヘッジ損益 1,566 △387

為替換算調整勘定 △22,276 △28,582

評価・換算差額等合計 57,056 11,807

少数株主持分 8,041 8,796

純資産合計 3,727,373 3,660,081

負債純資産合計 6,068,752 6,047,405
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(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) 

売上高 1,214,604 1,444,689

売上原価 946,908 1,116,995

売上総利益 267,696 327,694

販売費及び一般管理費 263,017 248,753

営業利益 4,679 78,941

営業外収益   

持分法による投資利益 4,102 11,463

為替差益 10,541 －

助成金収入 6,238 5,610

その他 5,392 4,240

営業外収益合計 26,273 21,313

営業外費用   

支払利息 9,805 7,839

為替差損 － 4,741

その他 1,570 1,880

営業外費用合計 11,375 14,460

経常利益 19,577 85,794

特別利益   

貸倒引当金戻入額 340 147

特別利益合計 340 147

特別損失   

固定資産除却損 140 48

特別損失合計 140 48

税金等調整前四半期純利益 19,777 85,893

法人税、住民税及び事業税 400 40,095

法人税等還付税額 △6,474 －

法人税等調整額 10,849 △4,698

法人税等合計 4,775 35,397

少数株主損失（△） △1,789 △755

四半期純利益 16,791 51,251

7

理研コランダム㈱　（5395）　平成22年12月期　第１四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 19,777 85,893

減価償却費 38,976 35,178

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,385 △9,265

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,900 21,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △48,415 △5,415

貸倒引当金の増減額（△は減少） △340 △147

修繕引当金の増減額（△は減少） △1,063 2,237

受取利息及び受取配当金 △2,562 △1,165

受取商標使用料 △1,833 △2,014

支払利息 9,805 7,839

為替差損益（△は益） △371 △1,762

持分法による投資損益（△は益） △4,102 △11,463

固定資産除却損 140 48

売上債権の増減額（△は増加） 361,392 △55,778

たな卸資産の増減額（△は増加） 105,458 70,455

仕入債務の増減額（△は減少） △291,952 52,822

その他 △14,152 △7,901

小計 164,473 181,362

利息及び配当金の受取額 4,276 2,976

利息の支払額 △10,409 △7,178

商標使用料の受取額 1,666 1,085

法人税等の支払額 △65,514 △7,128

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,492 171,117

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 △6,524 △1,672

出資金の払込による支出 △7,281 －

貸付けによる支出 － △700

貸付金の回収による収入 38,610 49,254

投資活動によるキャッシュ・フロー 24,805 46,882

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） 7,380 △32,116

長期借入金の返済による支出 △63,735 △136,885

自己株式の取得による支出 － △80

配当金の支払額 △27,787 △27,377

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △128 △1,402

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,270 △197,860

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,658 2,240

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,685 22,379

現金及び現金同等物の期首残高 308,221 417,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 347,906 439,497
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（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） 

 （注）   事業区分の方法および各区分に属する主要な製品および役務の名称 

 提供する製品・役務の種類に基づきセグメンテーションしております。 

  

  

  

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

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情 

 報の記載を省略しております。     

  

 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）    

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情 

 報の記載を省略しております。 

    

（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〕

  

研磨布紙
等製造販売 

事業 
（千円） 

ＯＡ器材
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産
賃貸事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  940,253  193,136  81,215  1,214,604  －  1,214,604

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  940,253  193,136  81,215  1,214,604  －  1,214,604

営業利益又は営業損失（△）  △2,393  18,036  61,470  77,113  △72,434  4,679

  

研磨布紙
等製造販売 

事業 
（千円） 

ＯＡ器材
部材等製造
販売事業 
（千円） 

不動産
賃貸事業 
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  1,191,930  171,544  81,215  1,444,689  －  1,444,689

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,191,930  171,544  81,215  144,689  －  1,444,689

営業利益又は営業損失（△）  51,091  27,809  60,835  139,735  △60,794  78,941

事業区分 主要な製品および役務   

研磨布紙等 

製造販売事業 
研磨布、耐水研磨紙、リコーズベルト、レジンベルト等   

ＯＡ器材部材等 

製造販売事業 
ゴムローラー、グリップローラー等   

不動産賃貸事業 理研神谷ビルの株式会社ダイエーへの賃貸   

〔所在地別セグメント情報〕
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前第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３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） 

 (注)１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

    (1)アジア・・・中国、韓国、タイ、ベトナム、シンガポール 

    (2)その他の地域・・・北米  

   ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

     アジア  その他の地域     計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  150,665   12,424   163,089

 Ⅱ 連結売上高（千円）         －              －   1,444,689

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）   10.4   0.9   11.3

（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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