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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3月31日） 

 平成21年12月期は決算期変更に伴い、９カ月間の変則決算となっております。このため平成22年12月期の対前年同四半期増減率は記載しておりませ
ん。 

(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12月期第1四半期 7,145 3.6 594 1.6 592 2.0 294 △13.7

22年12月期第1四半期 6,894 ― 585 ― 580 ― 340 ―

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12月期第1四半期 7.35 ―

22年12月期第1四半期 8.52 ―

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12月期第1四半期 36,278 28,502 78.6 712.62
22年12月期 35,810 28,407 79.3 710.24

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  28,502百万円 22年12月期  28,407百万円

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31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)

14,100 5.4 750 9.5 750 8.7 320 19.9 8.00

通期 29,700 5.9 1,800 13.7 1,800 10.6 900 23.0 22.50



(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、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は終了していません。 

※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、［添付資料］４ページ「（３）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］４ページ「２．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12月期1Q  40,000,000株 22年12月期  40,000,000株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  3,058株 22年12月期  2,665株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  39,997,237株 22年12月期1Q  39,997,661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 
 

増 減  前第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) 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成 23 年１月 １日 

  至 平成 23 年３月 31 日） 金 額 伸率 

 

売 上 高 

営 業 利 益 

経 常 利 益 

四 半 期 純 利 益 

百万円 

6,894 

585 

580 

340 

百万円 

7,145 

594 

592 

294 

百万円 

 250 

9 

11 

△46 

％ 

3.6 

1.6 

2.0 

△13.7 

当第１四半期連結累計期間の売上高は、管工機材製品およびエラストマーコンパウンドなどが増加したこと

により、71 億４千５百万円(前年同期比 3.6％増)となりました。 

営業利益につきましては、出荷数量が増加したことなどにより５億９千４百万円（同 1.6％増）となりまし

た。四半期純利益は、特別損失として株式交換に係わる経費７千５百万円を計上したことにより、２億９千４

百万円（同 13.7％減）となりました。  

 

セグメントの業績の状況は次のとおりであります。           （単位:百万円） 
売上高 営業損益 

セグメントの名称 
前年同期 当四半期 増減 前年同期 当四半期 増減 

管 工 機 材 事 業 

ライフサポート事業 

成 形 材 事 業 

環境ビジネス事業 

4,244 

1,872 

702 

75 

4,407 

1,884 

782 

70 

163 

12 

80 

△5 

258 

291 

70 

△36 

324 

248 

58 

△36 

65 

△43 

△12 

△0 

合  計 6,894 7,145 250 585 594 9 

（管工機材事業） 

管工機材関連製品は、民間設備投資及び住宅着工戸数の底打ちなどを背景に設備分野を中心に需要が回復

した結果、管工機材事業全体の売上高は 44 億７百万円（前年同期比 3.8％増）となりました。営業利益に

ついては、出荷数量が増加したことなどにより、３億２千４百万円（同 25.4％増）となりました。 

（ライフサポート事業） 

家庭用日用雑貨品は漬物用品などが大幅に減少しましたが、主力の介護・福祉関連製品は概ね堅調に推移

しました。この結果、ライフサポート事業全体の売上高は 18 億８千４百万円（前年同期比 0.7％増）とな

りました。営業利益につきましては、日用雑貨品の工場稼動率低下などの影響により２億４千８百万円（同

14.9％減）となりました。 

（成形材事業） 

特定需要家向け合成樹脂成形製品は需要が減少しましたが、エラストマーコンパウンドは、引き続き各

ユーザーの需要が回復したことに加え、医療や電材などの新規分野が増加しました。この結果、成形材事

業全体の売上高は７億８千２百万円（前年同期比 11.5％増）となりました。営業利益は、在庫評価の影響

などにより５千８百万円（同 18.2％減）となりました。 

（環境ビジネス事業） 

環境用品はオフィス向けゴミ分別容器が増加しましたが、ゴミ収集コンテナなどが減少したことにより、

環境ビジネス事業全体の売上高は７千万円（前年同期比 7.4％減）となりました。営業損益は、前年同期

並の３千６百万円の営業損失となりました。 

アロン化成㈱　(7882)　平成23年12月期　第１四半期決算短信

2



 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

増 減  前連結会計年度末 

(平成 22 年 12 月 31 日) 

当第１四半期連結 

会計期間末 

(平成 23 年３月 31 日) 
金 額 伸率 

 

総 資 産 

負 債 の 部 

純 資 産 の 部 

百万円 

35,810 

7,402 

28,407 

百万円 

36,278 

7,776 

28,502 

百万円 

468 

373 

94 

％ 

1.3 

5.0 

0.3 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 362 億７千８百万円となり、前連結会計年度末に比べて４億６

千８百万円増加しました。資産の部は流動資産が４億９千８百万円増加し、固定資産が３千万円減少しま

した。流動資産は、受取手形及び売掛金が１億７千３百万円減少し、現金及び預金(関係会社預け金を含

む)が４億４千１百万円、棚卸資産が１億５千１百万円いずれも増加しております。 

負債の部合計は 77 億７千６百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億７千３百万円増加しました。

これは主に買掛金などが増加したことなどによるものであります。 

純資産の部合計は 285 億２百万円となり、前連結会計年度末に比べて９千４百万円増加しました。これ

は利益剰余金の増加によるものであります。 

 

 

 

前第 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） 

当第 1四半期連結累計期間 

（自 平成 23 年１月 １日   

    至 平成 23 年３月 31 日） 

 

営業活動によるキャッシュ･フロー 

投資活動によるキャッシュ･フロー 

財務活動によるキャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物四半期末残高 

百万円 

945 

△384 

△106 

10,064 

百万円 

952 

△308 

△202 

11,120 

当第 1 四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は期首に比べて４億４千１百万円増加

し、111 億２千万円となりました。 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、９億５千２百万円の収入（前年同期比７百万円の収入

増）となりました。主な収入の要因は税金等調整前四半期純利益５億１千６百万円、減価償却費４億２千

万円、売上債権の回収１億７千３百万円などであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出など３億８百万円の支出（前年同期

比７千５百万円の支出減）となりました。 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、配当金の支払額など２億２百万円の支出（前年同期

比９千６百万円の支出増）となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期以降の国内経済は、東日本大震災による影響が様々な形で顕在化する可能性があり、先行

き不透明な状況となっております。当社グループの今後の業績見通しにつきましては、一部に震災復興

のための需要が見込まれるものの、民間設備投資の遅れや電力不足に伴う各取引先の生産活動の停滞等

が懸念されることに加えて、第２四半期から原材料価格が再度上昇することなどもあり、厳しい状況が

続くと予想しております。 

このような環境下ではありますが、当社グループとしては、復興需要に対する生産対応を最優先に取

り組んでまいります。また、生産性向上と徹底したコスト削減策を推進するとともに、原材料価格上昇

分の製品価格への転嫁を推し進め、当初計画した利益確保のために努力いたします。 

以上を勘案し、現時点では当初の業績予想の修正は行っておりません。 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

1.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出しております。 

2.法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

（特有の会計処理） 
     該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

    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。 

この変更による損益に与える影響はありません。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,140 1,575 

受取手形及び売掛金 9,340 9,514 

商品及び製品 2,855 2,756 

仕掛品 351 362 

原材料及び貯蔵品 876 812 

関係会社預け金 9,980 9,102 

その他 384 297 

貸倒引当金 △60 △52 

流動資産合計 24,868 24,370 

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,427 4,427 

その他（純額） 5,851 5,871 

有形固定資産合計 10,278 10,299 

無形固定資産 495 512 

投資その他の資産   

投資有価証券 331 328 

その他 330 327 

貸倒引当金 △27 △27 

投資その他の資産合計 635 628 

固定資産合計 11,410 11,440 

資産合計 36,278 35,810 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,691 3,381 

1年内返済予定の長期借入金 22 22 

未払法人税等 310 371 

賞与引当金 211 11 

その他 1,668 1,786 

流動負債合計 5,904 5,573 

固定負債   

長期借入金 42 48 

退職給付引当金 208 197 

その他 1,620 1,583 

固定負債合計 1,871 1,828 

負債合計 7,776 7,402 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成23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22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,220 4,220 

資本剰余金 3,542 3,542 

利益剰余金 20,703 20,609 

自己株式 △1 △1 

株主資本合計 28,464 28,370 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37 36 

評価・換算差額等合計 37 36 

純資産合計 28,502 28,407 

負債純資産合計 36,278 35,810 
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 6,894 7,145 

売上原価 4,446 4,767 

売上総利益 2,448 2,377 

販売費及び一般管理費 1,863 1,783 

営業利益 585 594 

営業外収益   

受取利息 14 14 

受取配当金 0 0 

雑収入 10 12 

営業外収益合計 25 26 

営業外費用   

支払利息 8 7 

売上割引 2 2 

環境整備費 6 13 

雑損失 12 5 

営業外費用合計 30 29 

経常利益 580 592 

特別利益   

固定資産売却益 0 0 

ゴルフ会員権売却益 1 － 

貸倒引当金戻入額 0 － 

特別利益合計 1 0 

特別損失   

固定資産除売却損 6 0 

株式交換費用 － 75 

特別損失合計 6 75 

税金等調整前四半期純利益 575 516 

法人税、住民税及び事業税 268 293 

法人税等調整額 △34 △70 

法人税等合計 234 222 

四半期純利益 340 294 
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（３） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 

  至 平成23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 575 516 

減価償却費 421 420 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 11 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 7 

受取利息及び受取配当金 △14 △14 

支払利息 8 7 

賞与引当金の増減額（△は減少） 187 200 

製品回収引当金の増減額（△は減少） － △0 

固定資産除売却損益（△は益） 6 0 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △1 － 

売上債権の増減額（△は増加） 296 173 

たな卸資産の増減額（△は増加） △251 △151 

仕入債務の増減額（△は減少） △763 310 

その他の資産・負債の増減額 612 △199 

小計 1,093 1,283 

利息及び配当金の受取額 14 14 

利息の支払額 △0 △0 

法人税等の支払額 △161 △344 

営業活動によるキャッシュ・フロー 945 952 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 40 － 

固定資産の取得による支出 △423 △307 

固定資産の売却による収入 0 0 

固定資産の除却による支出 △2 － 

ゴルフ会員権の売却による収入 1 － 

投資有価証券の取得による支出 △1 △0 

投資有価証券の売却による収入 1 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー △384 △308 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △5 △5 

配当金の支払額 △89 △182 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

その他 △10 △14 

財務活動によるキャッシュ・フロー △106 △202 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 455 441 

現金及び現金同等物の期首残高 9,609 10,678 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,064 11,120 
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（４）継続企業の前提に関する注記 
 当第１四半期連結累計期間（自 平成 23 年１月１日  至 平成 23 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 
（５）セグメント情報 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象として、

製品別に「管工機材事業」、「ライフサポート事業」、「成形材事業」、「環境ビジネス事業」の 4つ

を報告セグメントとしております。 

各事業の概要は次のとおりであります。 

   管工機材事業   ：塩化ビニル管・継手、塩化ビニル製小口径マス・マンホール、配管用部品等 

   ライフサポート事業：衛生介護用品、家庭用日用雑貨（清掃用品、漬物用品等）、農業資材等 

   成形材事業    ：エラストマーコンパウンド、合成樹脂成形製品等 

   環境ビジネス事業 ：環境保全用品、再生樹脂成形製品 

 

  ２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   当第１四半期連結累計期間（自 平成 23 年１月１日  至 平成 23 年３月 31 日） 

 （単位：百万円） 

  

管工機材事業 

 

ライフ 

サポート 

事業 

 

成形材事業 

 

環境 

ビジネス

事業 

 

合計 

売上高 

 外部顧客への売上高 

 

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 

 

4,407 

 

－  

 

1,884 

 

－  

 

782 

 

－  

 

70 

 

－  

 

7,145 

 

－  

      計 4,407 1,884 782 70 7,145 

セグメント利益又は損失（△） 324 248 58 △36 594 

   

  （追加情報） 

    当第 1四半期連結会計期間より、「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。 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
当第１四半期連結累計期間（自 平成 23 年１月１日  至 平成 23 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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