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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 18,854 32.3 713 ― 711 ― 430 ―

22年3月期第2四半期 14,247 △39.8 △50 ― △118 ― △193 ―

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 27.37 ―

22年3月期第2四半期 △12.28 ―

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 23,122 9,083 37.1 545.42
22年3月期 23,773 8,895 35.3 533.72

（参考） 自己資本  23年3月期第2四半期  8,572百万円 22年3月期  8,388百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00

23年3月期 ― ―

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  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

通期 36,700 12.0 1,200 31.7 1,100 36.0 600 69.3 38.17



(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを終了しています。 

※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）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

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 15,758,994株 22年3月期 15,758,994株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 41,870株 22年3月期 41,485株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 15,717,332株 22年3月期2Q 15,719,873株
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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 

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国経済の拡大や政府経済対策などにより個人消費や企業収益改善

の動きがあるように、景気は引き続き持ち直してきております。 

 しかしながら、このところ輸出の増勢が鈍化しているほか、円高などを背景に改善の動きが弱まってる状況です。また、所得環

境は持ち直しの動きがあるものの、依然、雇用環境の改善が遅れているほか、デフレの影響、海外景気の下振れ懸念、為替レ

ート・株価の変動等、景気の下押しリスクが強まってきております。 

当業界におきましては、引き続きアジアを中心とした海外経済の回復や政府経済対策を背景に自動車･家電産業向けを中

心に受注が回復しておりますが、エコカー補助金の終了による影響や原材料価格の高騰傾向から収益の悪化が懸念されてい

る状況です。 

このようななか当社グループは、引き続き合理化の推進に取り組み生産効率の向上に努めつつ、国内では、主要ユーザー

である自動車・家電産業向けを中心とする受注回復に積極的に対応してまいりました。当期に入り回復ペースは落ち着き、売

上は計画をやや下回りましたが、利益では収益改善効果もあり堅調に推移しました。海外におきましては、東南アジアで受注

が計画を大きく上回っており、第2四半期連結累計期間においては、売上、利益とも想定を上回る状況となりました。 

部門別の概況として樹脂コンパウンド部門は、国内では自動車・家電産業向けを中心に、受注回復ペースに陰りが見えてき

たものの、海外での好調もあり全体としては順調に推移しております。樹脂用着色剤部門は、住宅産業向けは低調も、自動車・

家電産業向けに加えて食品･化粧品産業向けも堅調で、総じて順調に推移しております。加工カラー部門は、住宅産業向けに

おいて住宅着工件数は低調が続くうえ、中国製品の流入等から競争環境が激化する他方で原材料価格が高騰しており、引き

続き厳しい事業環境となっております。 

このような結果、当第2四半期連結累計期間の当社グループの売上高は18,854百万円（前年同四半期比32.3％増）、経常

利益は711百万円（前年同四半期経常損失118百万円）、四半期純利益は430百万円（前年同四半期純損失193百万円）となり

ました。 

 

 当社グループのセグメント業績は次のとおりであります。 

日本 

国内は、アジアを中心とした海外経済の回復や政府経済対策の効果から自動車・家電産業向けを中心に需要が急回復し

た前期に比べ、当期は、海外経済の減速感の台頭、経済対策の動向や円高の影響などから受注回復のペースが落ち着いて

きているものの、合理化の取り組みから効率面が改善したこともあり、全体としては順調に推移いたしました。この結果、当第2

四半期連結累計期間の売上高は12,968百万円、営業利益は320百万円となりました。 

 

東南アジア 

 東南アジアは、中国をはじめとした新興国経済の拡大等による輸出の増加ならびに内需の拡大から、自動車・家電・ＯＡ・ＩＴ

産業向けを中心に引き続き受注が増えたことにより、売上・収益ともに計画を大きく上回る状況で推移しました。この結果、当第

2四半期連結累計期間の売上高は5,611百万円、営業利益は359百万円となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 23,122 百万円と前期末の 23,773 百万円に比べ 651 百万円の減少となりました。 

資産のうち流動資産は 12,507 百万円と前期末の 12,699 百万円に比べ 192 百万円の減少となりました。この主な要因は現金

及び預金が652百万円減少し、受取手形及び売掛金が313百万円、棚卸資産が163百万円それぞれ増加したことなどによる

ものです。 

固定資産は 10,615 百万円と前期末の 11,074 百万円に比べ 459 百万円の減少となりました。この主な要因は有形固定資産
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が減価償却等により 221 百万円、投資その他の資産が投資有価証券の株価下落等により 238 百万円、それぞれ減少したこと

などによるものです。 

負債合計は 14,038 百万円と前期末の 14,878 百万円に比べ 839 百万円の減少となりました。負債のうち流動負債は 10,310

百万円と前期末の 10,403 百万円に比べ 93 百万円の減少となりました。この主な要因は短期借入金が 197 百万円減少したこ

となどによるものです。 

固定負債は3,728百万円と前期末の4,474百万円に比べ746百万円の減少となりました。この主な要因は長期借入金が703

百万円減少したことなどによるものです。 

純資産合計は 9,083 百万円と前期末の 8,895 百万円に比べ 187 百万円の増加となりました。この主な要因は利益剰余金が

351 百万円増加し、その他有価証券評価差額金が 126 百万円減少したことなどによるものです。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

通期業績につきましては、海外子会社の業績は引き続き順調に推移しているものの、円高の進行等による国内経済の悪化

も予想されることや海外経済の減速懸念など当社を取り巻く事業環境の厳しさを勘案し、平成22年5月14日発表の業績予想

を据え置いております。 

2．その他の情報 

(1)当四半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 
 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第 2 四半期連結会計期間末の貸倒引当率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法によっております。な

お、減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定する方法によっております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によっております。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の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想やタックス・プランニングを利用する方法によっておりま

す。 
 

(3)当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 

①「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則等の一部を改

正する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第2四半期連結累計期間では、「少数株主損益調

整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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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 2,665,597 3,318,057

受取手形及び売掛金 6,449,341 6,135,556

製品 1,797,313 1,694,655

原材料及び貯蔵品 1,262,869 1,202,524

その他 337,308 354,015

貸倒引当金 △5,374 △5,374

流動資産合計 12,507,056 12,699,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,327,130 3,444,848

土地 3,494,250 3,494,925

その他（純額） 1,244,803 1,348,026

有形固定資産合計 8,066,185 8,287,801

無形固定資産 56,066 55,102

投資その他の資産   

投資有価証券 2,041,058 2,312,250

その他 503,318 487,291

貸倒引当金 △51,591 △68,379

投資その他の資産合計 2,492,786 2,731,163

固定資産合計 10,615,038 11,074,067

資産合計 23,122,094 23,773,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,328,230 5,364,736

短期借入金 3,568,185 3,765,251

未払法人税等 222,431 227,971

賞与引当金 232,356 205,354

その他 958,822 840,073

流動負債合計 10,310,026 10,403,388

固定負債   

社債 124,640 167,200

長期借入金 2,889,634 3,593,344

繰延税金負債 433,587 513,006

退職給付引当金 153,715 83,191

役員退職慰労引当金 127,167 118,011

固定負債合計 3,728,743 4,474,753

負債合計 14,038,769 14,878,142
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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 1,481,159 1,481,159

資本剰余金 1,047,700 1,047,700

利益剰余金 6,893,640 6,541,993

自己株式 △13,320 △13,223

株主資本合計 9,409,179 9,057,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 208,390 335,204

為替換算調整勘定 △1,045,007 △1,004,077

評価・換算差額等合計 △836,616 △668,873

少数株主持分 510,762 506,604

純資産合計 9,083,324 8,895,359

負債純資産合計 23,122,094 23,773,502
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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 14,247,331 18,854,053

売上原価 13,061,253 16,845,286

売上総利益 1,186,078 2,008,767

販売費及び一般管理費   

人件費 496,053 514,698

賞与引当金繰入額 67,032 68,861

貸倒引当金繰入額 10,663 －

退職給付費用 40,200 47,160

役員退職慰労引当金繰入額 14,736 9,156

その他 608,003 655,299

販売費及び一般管理費合計 1,236,689 1,295,174

営業利益又は営業損失（△） △50,611 713,592

営業外収益   

受取利息 3,059 3,784

受取配当金 23,950 26,045

持分法による投資利益 － 14,235

その他 43,853 51,631

営業外収益合計 70,862 95,696

営業外費用   

支払利息 77,019 72,847

持分法による投資損失 15,257 －

その他 46,033 24,619

営業外費用合計 138,310 97,467

経常利益又は経常損失（△） △118,058 711,821

特別利益   

固定資産売却益 － 1,493

関係会社株式売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 12,640

特別利益合計 － 14,133

特別損失   

固定資産除売却損 1,863 1,983

投資有価証券評価損 － 61,058

関係会社株式売却損 0 －

訴訟関連損失 － 7,000

特別損失合計 1,863 70,042

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△119,922 655,913

法人税、住民税及び事業税 81,527 221,013

法人税等調整額 △48,256 △14,177

法人税等合計 33,271 206,836

少数株主損益調整前四半期純利益 － 449,077

少数株主利益 39,946 18,841

四半期純利益又は四半期純損失（△） △193,140 430,235
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△119,922 655,913

減価償却費 405,346 381,301

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,663 △16,788

退職給付引当金の増減額（△は減少） 67,849 72,719

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △79,415 9,156

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,439 27,001

受取利息及び受取配当金 △27,009 △29,829

支払利息 77,019 72,847

関係会社株式売却損益（△は益） 0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 61,058

持分法による投資損益（△は益） 15,257 △14,235

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,863 490

売上債権の増減額（△は増加） △1,470,474 △365,986

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,833 △202,996

仕入債務の増減額（△は減少） 1,335,948 12,401

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,540 19,569

その他 260,173 143,728

小計 490,445 826,350

利息及び配当金の受取額 27,009 29,829

利息の支払額 △87,543 △71,269

法人税等の支払額 △17,133 △248,620

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,777 536,290

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △314,500 △302,500

定期預金の払戻による収入 332,500 302,500

投資有価証券の取得による支出 △4,676 △4,736

関係会社株式の売却による収入 0 0

有形固定資産の取得による支出 △194,990 △153,823

有形固定資産の売却による収入 － 3,463

無形固定資産の取得による支出 △1,510 △1,543

貸付けによる支出 △400 －

貸付金の回収による収入 3,816 4,927

その他 32,495 △749

投資活動によるキャッシュ・フロー △147,264 △152,461
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（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) 

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 2,070,060 166,111

短期借入金の返済による支出 △2,670,766 △157,361

長期借入れによる収入 2,075,000 70,000

長期借入金の返済による支出 △818,800 △963,395

社債の償還による支出 △42,560 △42,560

自己株式の取得による支出 △367 △97

自己株式の売却による収入 35 －

配当金の支払額 △62,883 △78,587

財務活動によるキャッシュ・フロー 549,718 △1,005,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,980 △30,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 836,211 △652,459

現金及び現金同等物の期首残高 1,554,860 2,729,357

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,391,071 2,076,897
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（4）継続企業の前提に関する注記

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。

（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。
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