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（百万円未満切捨て）  
１．平成 23 年３月期第１四半期の連結業績（平成 22 年４月１日～平成 22 年６月 30 日） 
(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   ％ 

23 年３月期第１四半期 2,776 (  20.5)  70 ( 139.0) 70 (  79.8) 13 (△43.0) 
22 年３月期第 1四半期 2,303 (△29.8)  29 (△65.1) 39 (△59.0) 23 (△55.1) 

 

 
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 

23 年３月期第１四半期        2.49 － 
22 年３月期第１四半期        4.36 － 

 
(2) 連結財政状態 

 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 

23 年３月期第１四半期 11,329 6,654 57.2 1,179   39 
22 年 3 月期 11,309 6,709 57.6 1,184   78 
（参考）自己資本  23 年３月期第１四半期 6,484 百万円  22 年３月期 6,514 百万円 
 
２．配当の状況 
 年間配当金 
 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

22 年３月期 － 0.00 － 7.00 7.00 

23 年３月期 －     

23 年３月期（予想）  0.00 － 7.00 7.00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無  ：有・無 
 
３．平成 23 年３月期の連結業績予想（平成 22 年４月１日～平成 23 年３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） 

 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（累計） 
通    期 

5,500(12.7) 
11,500( 9.7) 

90(△33.3) 
320(△28.1) 

70(△49.3) 
280(△35.8) 

50(△43.2) 
180(△34.3) 

      9.09 
     32.74 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  ：有・無 
 



 

 

４．その他 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  ：有・無 
   新規  社 （社名）          、除外  社 （社名） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 
 
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 
（注）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の有無となります。 
 
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 
② ①以外の変更  ：有・無 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の
原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
①期末発行済株式数(自己株式を含む) 23 年３月期１Ｑ 5,500,000 株 22 年３月期 5,500,000 株 
②期末自己株式数 23 年３月期１Ｑ 1,758 株 22 年３月期 1,758 株 
③期中平均株式数(四半期累計) 23 年３月期１Ｑ 5,498,242 株 22 年３月期１Ｑ 5,498,242 株 

 
 
※ この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決
算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

 
※ 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、四
半期決算短信（添付資料）１ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、中国やインド等を中心とした新興国の経済成長など
を背景に、輸出企業の緩やかな回復、大企業を中心に企業収益の回復を見せ、また民間設備投資も下げ止
まりつつあります。然しながら、政府の経済刺激策の効果が限定的なまま、欧州の財政危機による新たな
金融不安の懸念、円高の持続、失業率の高止まり等、今後の景気回復に不安材料もあり、依然として先行
き不透明な状況で推移しております。 
 当社グループの関連する樹脂市場も、電子産業、自動車産業等の一部は大企業を中心に回復が見られる
ものの、公共工事、住宅産業など低迷が続いている業界もあり、厳しい状況が続いております。 
 このような状況下において、当社グループの市場環境は、先行きの見えない状況が続いておりますが、
出荷量の回復、原価及び経費削減に勤めました結果、経常利益は前年同期を上回る結果となりました。ま
た、特別損失に資産除去債務に係る過年度分償却を計上することにより四半期純利益は前年同期下回りま
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27億76百万円(前年同期比20.5％増)、経常利益
70百万円(前年同期比79.8％増)、四半期純利益13百万円(前年同期比43.0％減)となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の減少2億42百万円、受取手
形及び売掛金の増加1億35百万円、たな卸資産の減少24百万円等があり、また固定資産は54百万円増加と
なり、総資産は前連結会計年度末と比較して19百万円増加の113億29百万円となりました。流動負債では
支払手形及び買掛金の減少23百万円、短期借入金の増加50百万円、未払法人税の減少1億32百万円減少、
その他の流動負債の増加1億59百万円等があり、負債合計は前連結会計年度末と比較して74百万円増加
し、46億74百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比較して55百万円の減少となり、66億54
百万円となりました。  
 キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益28百万
円の計上に対し、減価償却費74百万円、売上債権1億34百万円の減少、法人税の支払1億89百万円等により
2億23百万円の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得4百万円、貸
付金の支出21百万円等により25百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは借入金
の増加、リース債務の返済、配当金の支払等により5百万円の増加となりました。この結果、当第１四半
期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2億42百万円の減少となり、
21億26百万円となりました。  
  

当期の業績予想につきましては、前回発表（平成22年５月14日発表の「平成22年３月期 決算短信」）
から変更はありません。 
  
  

  

  
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

① 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。また、棚卸資産の簿価切
下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う
方法によっております。  
 ② 法人税等の算定方法  
  法人税等は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に
見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法
人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 
 ③ 繰延税金資産の回収可能性 
  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。  

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20
年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成
20年３月31日）を適用しております。 
 これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ118千円減少、税金等調整前四半期純利益は40,752千円
減少いたしました。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
  該当事項はありません。 
  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,626,488 1,868,569 
受取手形及び売掛金 3,934,860 3,799,259 
商品及び製品 697,615 731,240 
仕掛品 80,882 56,050 
原材料及び貯蔵品 396,751 412,284 
その他 747,189 650,916 
貸倒引当金 △1,821 △1,856 
流動資産合計 7,481,967 7,516,464 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 821,788 830,732 
機械装置及び運搬具（純額） 1,029,463 959,127 
土地 1,340,442 1,340,442 
その他（純額） 100,461 112,602 
有形固定資産合計 3,292,155 3,242,905 

無形固定資産 13,631 14,446 
投資その他の資産   
その他 541,552 535,764 
貸倒引当金 △200 △200 
投資その他の資産合計 541,352 535,565 

固定資産合計 3,847,139 3,792,916 

資産合計 11,329,107 11,309,381 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,918,221 2,941,608 
短期借入金 400,885 350,480 
未払法人税等 48,628 181,583 
引当金 34,801 72,312 
その他 388,863 229,360 
流動負債合計 3,791,399 3,775,344 

固定負債   
退職給付引当金 435,448 420,239 
役員退職慰労引当金 49,771 48,370 
繰延税金負債 1,028 － 
再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532 
資産除去債務 42,316 － 
その他 41,825 42,955 
固定負債合計 882,923 824,098 
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債合計 4,674,323 4,599,443 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,100,900 1,100,900 
資本剰余金 889,640 889,640 
利益剰余金 4,056,299 4,081,108 
自己株式 △905 △905 
株主資本合計 6,045,933 6,070,742 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 13,463 19,864 
土地再評価差額金 468,798 468,798 
為替換算調整勘定 △43,623 △45,175 

評価・換算差額等合計 438,638 443,487 

少数株主持分 170,211 195,707 
純資産合計 6,654,783 6,709,937 

負債純資産合計 11,329,107 11,309,381 
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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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,303,607 2,776,295 
売上原価 1,913,196 2,309,722 
売上総利益 390,411 466,572 

販売費及び一般管理費   
運搬費 107,586 125,035 
その他 253,224 270,807 
販売費及び一般管理費合計 360,811 395,843 

営業利益 29,599 70,729 

営業外収益   
受取利息 1,158 881 
受取配当金 11,460 8,809 
その他 1,949 496 
営業外収益合計 14,568 10,187 

営業外費用   
支払利息 561 4,710 
売上割引 1,676 1,927 
支払手数料 1,000 － 
その他 1,620 3,616 

営業外費用合計 4,858 10,254 

経常利益 39,310 70,662 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 － － 
特別利益合計 － － 

特別損失   
固定資産廃棄損 24 1,673 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,634 
特別損失合計 24 42,307 

税金等調整前四半期純利益 39,285 28,355 

法人税等 27,387 41,663 
少数株主利益 △12,085 △26,987 
四半期純利益 23,983 13,678 
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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４月１日 
 至 平成22年６月30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 39,285 28,355 
減価償却費 67,323 74,071 
売上債権の増減額（△は増加） △77,650 △134,627 
たな卸資産の増減額（△は増加） 190,268 25,319 
仕入債務の増減額（△は減少） △407,206 △23,932 
その他 △107,621 △8,163 
小計 △295,601 △38,978 

利息及び配当金の受取額 12,618 9,691 
利息の支払額 △561 △4,710 
法人税等の支払額 △13,961 △189,382 
営業活動によるキャッシュ・フロー △297,505 △223,379 

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 △19,803 △4,438 
貸付けによる支出 － △21,000 
その他 △351 △142 
投資活動によるキャッシュ・フロー △20,154 △25,580 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 － 45,332 
リース債務の返済による支出 △1,524 △1,524 
配当金の支払額 △38,592 △38,487 
財務活動によるキャッシュ・フロー △40,117 5,319 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,854 1,559 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △353,921 △242,080 

現金及び現金同等物の期首残高 2,018,446 2,368,569 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,664,524 2,126,488 
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
  該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 
  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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