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1.  平成23年4月期第1四半期の業績（平成22年5月1日～平成22年7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 ％

23年4月期第1四半期 559 △1.8 △14 ― △8 ― △7 ―

22年4月期第1四半期 569 △4.5 18 ― 22 ― 9 ―

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4月期第1四半期 △1.46 ―

22年4月期第1四半期 1.74 ―

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4月期第1四半期 3,725 3,105 83.3 592.38
22年4月期 3,795 3,175 83.6 605.74

（参考） 自己資本   23年4月期第1四半期  3,105百万円 22年4月期  3,175百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年4月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00

23年4月期 ―

23年4月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成23年4月期の業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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)

1,280 5.2 42 △30.3 45 △33.4 21 △36.2 4.00

通期 2,620 6.1 120 △4.4 130 △8.2 65 △11.5 12.38



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年4月期1Q 5,850,000株 22年4月期  5,850,000株

② 期末自己株式数 23年4月期1Q  608,210株 22年4月期  608,210株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期1Q 5,241,790株 22年4月期1Q  5,251,790株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、２ページ「１．当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、政府の緊急経済対策及び新興国向けの輸出関連など一部に回復の

兆しがみられたものの、一向に改善されない雇用情勢や個人消費の低迷、急激な為替変動や世界経済不安による株

価低迷など、相変わらず予断を許さない環境が続いております。 

このような状況のなか、当社は、主力の食品分野においては、トリプルナイロンに次ぐブランドである「フィル

ミックス」シリーズのラインアップを拡充し多角的に市場をつかむ活動を、また、非食品分野では医療用、産業用

向けの新製品での取り組みを積極的に推進し、販売の拡大に努めてまいりましたが、既存需要の減退を補えず、売

上高は 百万円（前年同四半期比1.8％減）となりました。 

利益につきましては、全社あげてのコスト削減に取り組みましたが、上記売上変動の影響及び樹脂原料価格の値

上げの影響などにより、営業損失は 百万円（前年同四半期は営業利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同

四半期は経常利益 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。 

用途別の売上高につきましては、食品分野では天候不順、口蹄疫などの影響により水産分野、畜産分野が不振

で、3億71百万円（前年同四半期比5.5％減）となりました。 

非食品分野では、医療用が増加し、工業用も堅調に推移したが、加工原料向けの需要減により、1億10百万円

（前年同四半期比0.8％減）となりました。 

商品につきましては突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）等の増加により、77百万円（前年同四半期比

18.7％増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債及び純資産の状況） 

当第１四半期における総資産は 百万円となり、前事業年度末より70百万円減少いたしました。これは、受

取手形及び売掛金が1億2百万円増加したものの、現金及び預金が1億42百万円減少、投資有価証券が38百万円減少

したこと等を反映したものであります。 

負債は 百万円となり、前事業年度末より0百万円減少いたしました。これは、支払手形及び買掛金が36百万

円増加、資産除去債務が10百万円増加したものの、未払法人税等が68百万円減少したこと等を反映したものであり

ます。 

純資産は 百万円となり、前事業年度末より70百万円減少いたしました。これは、利益剰余金が39百万円減

少、その他有価証券評価差額金が30百万円減少したこと等を反映したものであります。  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期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、前事業年度末に比べ1億42百万

円減少し、 百万円となりました。 

当第１四半期会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） 

営業活動の結果使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の獲得）となりました。 

これは税引前四半期純損失 百万円、売上債権の増加 百万円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） 

投資活動の結果得られた資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。 

これは投資有価証券の特別配当による収入 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 百万円（前年同四半期は 百万円の使用）となりました。 

これは配当金の支払 百万円によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期における業績は計画通りに推移している現時点におきましては、平成22年６月11日に発表いたしま

した「平成22年４月期 決算短信（非連結）」における業績予想に変更はありません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

5億59
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

記載すべき重要な事項はありません。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用  

当第１四半期会計期間より、「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、営業損失、経常損失への影響はありませんが、税引前四半期純損失は、 千円増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 千円であります。 

② 表示方法の変更 

（四半期損益計算書） 

前第１四半期累計期間において、営業外収益の「作業くず売却益」は「雑収入」に含めて表示しておりまし

たが、金額的重要性が増したため区分掲記しております。 

なお、前第１四半期累計期間の「雑収入」に含まれている「作業くず売却益」は808千円であります。 

   

２．その他の情報

10,500

10,500
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 941,847 1,083,904

受取手形及び売掛金 771,763 668,774

有価証券 80,000 80,000

商品及び製品 56,131 50,150

仕掛品 22,683 24,204

原材料及び貯蔵品 29,769 30,914

その他 41,954 45,656

貸倒引当金 △1,197 △1,040

流動資産合計 1,942,952 1,982,564

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 161,024 163,918

機械及び装置（純額） 201,903 214,160

土地 605,251 605,251

その他（純額） 51,395 38,440

有形固定資産合計 1,019,574 1,021,771

無形固定資産 4,267 4,294

投資その他の資産   

投資有価証券 414,039 452,083

長期預金 300,000 300,000

その他 45,905 36,366

貸倒引当金 △1,035 △1,097

投資その他の資産合計 758,909 787,352

固定資産合計 1,782,751 1,813,419

資産合計 3,725,703 3,795,983

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 428,378 391,438

未払法人税等 2,411 71,377

賞与引当金 18,573 33,543

その他 98,283 75,390

流動負債合計 547,646 571,750

固定負債   

役員退職慰労引当金 48,593 46,641

資産除去債務 10,500 －

その他 13,834 2,408

固定負債合計 72,927 49,049

負債合計 620,574 620,799
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年７月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,896,285 1,935,377

自己株式 △262,700 △262,700

株主資本合計 3,557,895 3,596,987

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,233 △34,269

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △452,766 △421,802

純資産合計 3,105,128 3,175,184

負債純資産合計 3,725,703 3,795,983
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 569,558 559,393

売上原価 382,591 395,069

売上総利益 186,966 164,324

販売費及び一般管理費 167,991 178,540

営業利益又は営業損失（△） 18,975 △14,216

営業外収益   

受取利息 1,654 3,024

受取配当金 1,120 1,013

作業くず売却益 － 1,402

雑収入 1,117 782

営業外収益合計 3,892 6,222

営業外費用   

売上割引 33 44

雑損失 18 －

営業外費用合計 51 44

経常利益又は経常損失（△） 22,816 △8,038

特別利益   

前期損益修正益 3,169 －

特別利益合計 3,169 －

特別損失   

固定資産除却損 3,507 －

減損損失 2,614 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,500

特別損失合計 6,122 10,500

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 19,863 △18,538

法人税、住民税及び事業税 5,412 1,920

法人税等調整額 5,326 △12,818

法人税等合計 10,738 △10,898

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,124 △7,640
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７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又は税引前四半期純損失
（△）

19,863 △18,538

減価償却費 22,671 20,082

減損損失 2,614 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 782 95

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,745 △14,970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,532 1,952

受取利息及び受取配当金 △2,774 △4,037

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,507 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,500

売上債権の増減額（△は増加） △7,147 △102,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,970 △3,314

仕入債務の増減額（△は減少） △2,567 36,939

未払金の増減額（△は減少） △2,771 5,948

未払費用の増減額（△は減少） △33,008 6,618

その他 △3,041 7,239

小計 16,434 △54,474

利息及び配当金の受取額 2,599 5,521

法人税等の支払額 △2,695 △67,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,338 △116,580

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 △26,369 △2,195

有形固定資産の売却による収入 6,165 －

投資有価証券の取得による支出 △50,000 －

投資有価証券の売却による収入 7,158 7,080

貸付けによる支出 △660 －

貸付金の回収による収入 330 1,150

その他 760 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,615 5,985

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △31,640 △31,461

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,640 △31,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △77,916 △142,056

現金及び現金同等物の期首残高 976,479 1,083,904

現金及び現金同等物の四半期末残高 898,562 941,847
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該当事項はありません。 

  

当社は、プラスチックフィルム製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

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

（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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（１）生産、受注及び販売の状況 

当社は、プラスチックフィルム製造事業の単一セグメントであるため、生産、受注及び販売の状況につきまして

は、当社の用途別に記載しております。  

① 生産実績 

 当第１四半期会計期間における生産実績を用途別に示すと、次のとおりであります。 

② 受注状況 

 当第１四半期会計期間における受注状況を用途別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当第１四半期会計期間における販売実績を用途別に示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。  

４．補足情報

区分 
（用途別） 

当第１四半期会計期間
（自 平成22年５月１日 
至 平成22年７月31日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

食品（ｋｇ）  418,572  94.8

非食品（ｋｇ）  173,933  97.0

合計（ｋｇ）  592,505  95.4

区分（用途別） 受注高（千円） 前年同四半期比(%) 受注残高（千円） 前年同四半期比(%)

製品     

食品  387,138  94.0  53,402  87.5

非食品  123,868  90.4  43,050  79.7

製品合計  511,006  93.1  96,453  83.8

商品  79,332  120.5  7,949  122.5

合計  590,339  96.0  104,402  85.9

区分 
（用途別） 

当第１四半期会計期間
（自 平成22年５月１日 
至 平成22年７月31日） 

  
前年同四半期比（％）  

  

製品     

食品（千円）  371,496  94.5

非食品（千円）  110,672  99.2

製品合計（千円）  482,168  95.6

商品（千円）  77,225  118.7

合計（千円）  559,393  98.2
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