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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 14,000 3.6 206 21.0 209 24.2 128 26.5
23年3月期第1四半期 13,515 42.4 170 172.2 168 259.8 101 270.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 119百万円 （52.5％） 23年3月期第1四半期 78百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 15.01 ―

23年3月期第1四半期 11.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 22,654 6,057 26.5
23年3月期 22,389 5,998 26.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,007百万円 23年3月期  5,952百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 6.00 ― 7.00 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 26,600 △2.9 395 △5.5 375 △7.4 220 △5.8 25.74
通期 54,000 △3.2 830 △7.7 780 △7.4 470 △6.1 54.98



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項」 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続き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予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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、実際の業精等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、２ページ「１．当四半期決算に関する定性
的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 8,550,000 株 23年3月期 8,550,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,584 株 23年3月期 1,584 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,548,416 株 23年3月期1Q 8,548,416 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、平成23

年３月11日に発生した東日本大震災により、東北地方に立地する生産拠点の被災に止まらず、サプライ

チェーンの寸断・物流機能の停滞及び福島第一原子力発電所の事故から派生した電力供給不足問題等が

長期化し、先行き不透明な状況の中で推移いたしました。また、円高の進行、資源及び原材料価格の高

騰、不安定な中東情勢並びに欧州財政危機等により、厳しい経済状況に置かれています。 

 このような中、当社グループの属する合成樹脂業界における合成樹脂の基礎原料であるエチレンの当

第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年６月30日）の生産量は1,580.7千トンと前年同期

に比べ5.1千トン増加いたしました(前年同期比0.3％増）。東日本大震災の影響はあったものの、早期

立ち上げにより高稼働率を維持できたことが奏功したものと思われます。 

このような経済状況下、当社グループは取引先からの、より精緻な情報収集に努め、需要の把握及び

確実な供給対応を図ることで、売上を着実に確保いたしました。その結果、当社グループの当第１四半

期連結累計期間(平成23年４月１日～平成23年６月30日）の売上高は14,000百万円(前年同期比3.6%

増）、営業利益は206百万円(同21.0%増)、経常利益は209百万円(同24.2％増）、四半期純利益は128百

万円(同26.5%増）となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は22,654百万円となり、前連結会計年度末と比べ264百万円増

加いたしました。その要因は、受取手形及び売掛金を主とした流動資産の増加額339百万円及び投資有

価証券を主とした固定資産の減少額74百万円等によるものであります。また、負債は前連結会計年度末

に比べ206百万円増加し、16,597百万円となりました。その要因は短期借入金を主とした流動負債の増

加額254百万円及び役員退職慰労引当金並びに繰延税金負債を主とした固定負債の減少額48百万円によ

るものであります。純資産の部は前連結会計年度末より58百万円増加し6,057百万円となり、自己資本

比率は26.5％となりました。  

  

当第１四半期連結累計期間の業績は当初予想を若干上回るペースで推移しています。しかしながら円

高の進行、資源及び原材料価格の高騰、電力不足問題等厳しい経済状況が続くものと思われ、今後の見

通しについては不透明感が増していると言わざるを得ません。このような観点を踏まえ、平成24年３月

期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月26日付「業績予想

の策定に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想から変更はありません。  

  

（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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２．サマリー情報(その他)に関する事項 

 該当事項はありません。  

  

１．税金費用の計算 

当第１四半期連結累計期間を含む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り実効税率を乗じて計算する方法によっ

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。  

  

  該当事項はありません。 

  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,386,074 2,154,228

受取手形及び売掛金 16,172,791 16,793,184

商品及び製品 1,307,625 1,393,519

仕掛品 11,123 8,574

原材料及び貯蔵品 21,286 34,742

繰延税金資産 79,642 81,643

その他 384,865 229,652

貸倒引当金 △21,972 △14,900

流動資産合計 20,341,436 20,680,645

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 667,757 673,412

減価償却累計額 △435,268 △440,058

建物及び構築物（純額） 232,488 233,353

機械装置及び運搬具 204,541 204,934

減価償却累計額 △177,517 △179,824

機械装置及び運搬具（純額） 27,024 25,110

工具、器具及び備品 99,829 100,394

減価償却累計額 △88,888 △89,890

工具、器具及び備品（純額） 10,941 10,504

土地 220,690 220,690

リース資産 71,132 68,835

減価償却累計額 △28,408 △29,540

リース資産（純額） 42,723 39,294

有形固定資産合計 533,868 528,953

無形固定資産   

リース資産 109,155 98,367

その他 11,974 13,809

無形固定資産合計 121,129 112,176

投資その他の資産   

投資有価証券 1,033,914 964,013

差入保証金 175,913 165,975

破産更生債権等 3,416 3,038

繰延税金資産 40,946 49,943

その他 141,998 152,346

貸倒引当金 △2,934 △2,592

投資その他の資産合計 1,393,254 1,332,724

固定資産合計 2,048,252 1,973,854

資産合計 22,389,688 22,654,500
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,780,715 11,660,660

短期借入金 2,792,840 3,244,379

1年内返済予定の長期借入金 456,500 400,000

未払法人税等 154,072 90,463

賞与引当金 93,777 79,327

その他 291,797 349,522

流動負債合計 15,569,704 15,824,354

固定負債   

長期借入金 275,000 275,000

退職給付引当金 195,244 204,008

役員退職慰労引当金 46,847 24,025

繰延税金負債 88,398 64,606

その他 215,509 205,021

固定負債合計 821,000 772,662

負債合計 16,390,705 16,597,016

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,842 721,842

利益剰余金 4,537,001 4,605,492

自己株式 △930 △930

株主資本合計 6,050,962 6,119,453

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 117,939 75,607

繰延ヘッジ損益 △112 101

為替換算調整勘定 △216,538 △187,203

その他の包括利益累計額合計 △98,711 △111,494

少数株主持分 46,731 49,525

純資産合計 5,998,983 6,057,484

負債純資産合計 22,389,688 22,654,500
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 13,515,219 14,000,605

売上原価 12,723,292 13,214,391

売上総利益 791,927 786,213

販売費及び一般管理費   

運賃 47,677 53,854

役員報酬 29,379 30,956

給料 175,959 173,897

賞与 10,612 6,911

賞与引当金繰入額 37,023 46,072

退職給付費用 9,419 16,120

役員退職慰労引当金繰入額 2,926 4,646

福利厚生費 39,771 37,715

貸倒引当金繰入額 55,463 －

旅費及び交通費 19,700 19,689

賃借料 47,570 46,163

支払手数料 29,577 27,057

租税公課 6,086 6,791

減価償却費 19,239 18,122

その他 90,831 91,689

販売費及び一般管理費合計 621,238 579,688

営業利益 170,689 206,524

営業外収益   

受取利息 155 133

受取配当金 8,094 7,839

仕入割引 195 184

為替差益 979 2,804

持分法による投資利益 8,974 4,310

貸倒引当金戻入額 － 7,413

その他 1,069 1,878

営業外収益合計 19,468 24,565

営業外費用   

支払利息 15,308 14,910

手形売却損 2,869 2,521

その他 3,044 3,890

営業外費用合計 21,222 21,321

経常利益 168,935 209,767

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,584 －

特別利益合計 1,584 －
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

特別損失   

固定資産除却損 － 7

特別損失合計 － 7

税金等調整前四半期純利益 170,519 209,759

法人税等 66,178 77,882

少数株主損益調整前四半期純利益 104,341 131,877

少数株主利益 2,896 3,543

四半期純利益 101,444 128,334
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 104,341 131,877

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金（税引前） △49,710 △72,593

繰延ヘッジ損益（税引前） △3,475 365

為替換算調整勘定（税引前） 4,620 26,892

持分法適用会社に対する持分相当額 1,037 2,442

その他の包括利益に係る税効果額 21,260 30,110

その他の包括利益合計 △26,267 △12,783

四半期包括利益 78,074 119,094

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 75,177 115,550

少数株主に係る四半期包括利益 2,896 3,543
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。  

  

当社及び連結子会社の事業は、合成樹脂関連商品の販売等並びにこれらの付随業務の単一セグメント

であるため、記載を省略しております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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