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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 5,703 16.8 106 △20.8 98 △28.5 29 △65.9
22年3月期第2四半期 4,882 △28.3 134 40.8 138 41.9 87 62.3

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2四半期 5.44 ―
22年3月期第2四半期 15.95 ―

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2四半期 11,702 6,786 55.5 1,181.28
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2四半期  6,493百万円 22年3月期  6,514百万円

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3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 7.00 7.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 11,500 9.7 320 △28.1 280 △35.8 140 △48.9 25.47



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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  
（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 

（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等の変更」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） 

※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。 

※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、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」をご覧ださい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧下さい。

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 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2Q  2,737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2Q 5,497,916株 22年3月期2Q 5,498,242株
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当四半期連結累計期間における我が国経済は、新興国の高度成長が牽引し世界経済は回復基調にありま
したが、急速な円高の進行や、海外経済の下振れ懸念から外需における競争力維持のためにこれまで以上
に努力が必要な状況にあります。鉱工業生産は６月より前月比でマイナス基調が続いており、企業の設備
投資も増加に転じてはいるものの、昨年の大幅な減少を受けたものであり回復は緩やかであります。一
方、個人消費は減税や補助金政策に支えられ持ち直しの兆しを見せてはおりますが、効果は限定的と思わ
れます。また、失業率も緩やかに回復傾向にありますが、景気の先行きに対する不透明感は寧ろ強まって
おり、経営環境は予断を許さない情勢が続いております。  
  当社グループの関連する樹脂業界におきましては、国内の住宅着工件数は昨年来の厳しい状況から緩や
かに回復しており、住宅・建築資材用途の推移は増加傾向にあります。しかし国内の設備投資は回復傾向
ではあるものの、公共事業の減少により工業資材用途であるタンク・パイプは低調に推移いたしました
が、全体といたしましては出荷量は増加いたしました。  
 このような状況のもと、当社グループは不飽和ポリエステル事業におきましては、主力の住宅関連用
途、建設資材用途、自動車用途は業界同様に緩やかに回復に向かい出荷増となりましたが、工業資材用途
では公共事業の見直しの影響で出荷減となりました。塗料用樹脂は電器部品用途、電子・光学用途、自動
車関連用途等、製品全般にわたって堅調に推移し出荷増となりました。しかしながら、原燃料費の価格上
昇を吸収することができず、結果、経常利益は前年を下回りました。一方、当社の中国子会社は、市場で
の販売努力をいたしており販売数量も徐々に伸びてきておりますが、依然として厳しい状況が続いており
ます。グループ全体といたしましては当第2四半期連結累計の利益は確保することができました。  
 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高57億3百万円(前年同期比16.8％増)、経常利益
98百万円(前年同期比28.5％減)、四半期純利益29百万円(前年同期比65.9％減)となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の増加4億円、受取手形及び
売掛金の減少47百万円、たな卸資産の減少25百万円等があり、また固定資産は38百万円減少となり、総資
産は前連結会計年度末と比較して3億92百万円増加の117億2百万円となりました。流動負債では支払手形
及び買掛金の増加84百万円、短期借入金の増加1億56百万円、未払法人税の減少97百万円、その他の流動
負債の増加98百万円等があり、負債合計は前連結会計年度末と比較して3億16百万円増加し、49億15百万
円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比較して76百万円の増加となり、67億86百万円となりま
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53百万
円の計上に対し、減価償却費148百万円、売上債権42百万円の減少、仕入債務86百万円の増加、法人税の
支払1億89百万円等により1億45百万円の増加となりました。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6百万円、貸付金の支出21百万円等により28百万円の減少となりました。財務活動によるキ
ャッシュ・フローは短期借入金の増加1億72百万円、配当金の支払38百万円、少数株主からの払込1億52百
万円等により2億82百万円の増加となりました。この結果、当第２四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4億円の増加となり、27億69百万円となりました。  

  

当期の業績予想につきましては、本日発表の「平成23年３月期 第２四半期業績予想と実績の差異及び
通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  
  

  

  

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  
  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529千円減少、税金等調整前四半期純利益は41,163千円
減少いたしました。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 2,269,153 1,868,569

受取手形及び売掛金 3,751,590 3,799,259

商品及び製品 755,680 731,240

仕掛品 58,723 56,050

原材料及び貯蔵品 359,780 412,284

その他 754,134 650,917

貸倒引当金 △1,821 △1,856

流動資産合計 7,947,242 7,516,464

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 808,904 830,732

機械装置及び運搬具（純額） 965,851 959,127

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 92,884 112,602

有形固定資産合計 3,208,082 3,242,905

無形固定資産 12,808 14,446

投資その他の資産   

その他 534,094 535,765

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 533,894 535,565

固定資産合計 3,754,785 3,792,916

資産合計 11,702,027 11,309,381

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,025,877 2,941,608

短期借入金 507,135 350,480

未払法人税等 83,614 181,583

引当金 70,758 72,312

その他 328,193 229,360

流動負債合計 4,015,579 3,775,344

固定負債   

退職給付引当金 449,861 420,239

役員退職慰労引当金 53,335 48,370

再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532

資産除去債務 42,530 －

その他 41,787 42,956

固定負債合計 900,047 824,098

負債合計 4,915,626 4,599,443
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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) 

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 4,072,519 4,081,108

自己株式 △1,208 △905

株主資本合計 6,061,851 6,070,742

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,503 19,864

土地再評価差額金 468,798 468,798

為替換算調整勘定 △50,365 △45,175

評価・換算差額等合計 431,936 443,487

少数株主持分 292,612 195,707

純資産合計 6,786,400 6,709,937

負債純資産合計 11,702,027 11,309,381
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,882,419 5,703,125

売上原価 4,015,569 4,791,873

売上総利益 866,850 911,252

販売費及び一般管理費   

運搬費 221,959 250,015

その他 509,964 554,396

販売費及び一般管理費合計 731,924 804,411

営業利益 134,926 106,840

営業外収益   

受取利息 2,224 1,668

受取配当金 11,474 8,823

その他 3,388 1,760

営業外収益合計 17,087 12,252

営業外費用   

支払利息 2,943 9,459

売上割引 3,493 3,703

支払手数料 2,838 2,944

その他 4,526 4,207

営業外費用合計 13,802 20,315

経常利益 138,211 98,778

特別損失   

固定資産廃棄損 548 －

固定資産除却損 － 4,192

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 548 44,826

税金等調整前四半期純利益 137,662 53,951

法人税等 92,068 74,213

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △20,261

少数株主損失（△） △42,102 △50,160

四半期純利益 87,697 29,898
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 137,662 53,951

減価償却費 135,323 148,472

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40,634

売上債権の増減額（△は増加） △294,017 42,164

たな卸資産の増減額（△は増加） 225,217 21,749

仕入債務の増減額（△は減少） 2,785 86,435

その他の流動資産の増減額（△は増加） △78,212 △83,374

その他 △71,243 23,696

小計 57,515 333,730

利息及び配当金の受取額 13,698 10,491

利息の支払額 △2,943 △9,459

法人税等の支払額 △13,340 △189,362

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,930 145,399

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 △20,716 △6,870

貸付けによる支出 － △21,000

その他 △1,032 △281

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,748 △28,151

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 81,810 172,549

リース債務の返済による支出 △3,049 △3,049

自己株式の取得による支出 － △302

配当金の支払額 △38,487 △38,308

少数株主からの払込みによる収入 － 152,051

財務活動によるキャッシュ・フロー 40,273 282,940

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,260 394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 75,715 400,583

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 2,094,161 2,769,153
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 
  該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９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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