
 

  

 

平成23年 12月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年８月10日

上 場 会 社 名 日本研紙株式会社  上場取引所 大 

コ ー ド 番 号 5398 ＵＲＬ http://www.nihonkenshi.co.jp/ 

代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 宇田 吉孝 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役常務執行役員管理本部長 (氏名) 吉村  勉 (TEL)06(6536)3511

四半期報告書提出予定日 平成23年８月11日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 

四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 
（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２四半期 2,110  6.2 212  25.0 184  30.5 83 565.1
22年12月期第２四半期 1,986  44.4 170   － 141   － 12   －

 

 
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２四半期 8 13 －
22年12月期第２四半期 1 22 －

 
（２）連結財政状態 

 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２四半期 5,062 1,813 34.4 170.52
22年12月期 4,541 1,768 37.7 167.47

(参考)自己資本 23年12月期第２四半期  1,743百万円 22年12月期  1,712百万円 

 
２．配当の状況 

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
23年12月期 －  

23年12月期(予想)  － － 5.00 5.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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、対前期増減率） 

 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 4,200 4.2 440 3.4 380 6.0 220 50.6 21 51

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

  

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。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有 

 新規 １社 (社名) 常州日研磨料有限公司 、除外 －社 (社名)  

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期２Ｑ 10,246,500株 22年12月期 10,246,500株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 21,931株 22年12月期 20,852株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年12月期２Ｑ 10,224,694株 22年12月期２Ｑ 10,225,821株

 
 
（注意事項） 
・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ます。なお、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おりま
す。 

 

・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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（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（平成23年１月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、中国を中心とした新興

国経済の外需に牽引されて東日本大震災発生までは緩やかな回復基調が続いておりました。しかしながら、大震災の発生

による各種部品等サプライチェーン寸断の規模は広範囲に及び、特に自動車業界への影響は想定以上に大きなものであり

ました。これに原発停止による電力供給の大幅な制限が加わったことにより消費意欲の抑制を招きました。また、欧米諸

国の信用不安に伴う大幅な円高基調等もあり、期後半には経済は失速気味で推移いたしました。 

このような状況下、当社グループの国内販売につきましては、一部ハイテク品を除き自動車関連業界の大幅な操業度

低下の影響等を受け４月以降受注が低調に推移いたしました。 

輸出につきましては、中国、インドネシア等を中心に好調を維持、また海外子会社も堅調に伸張し、グループ全体で

は前年同期より売上・利益ともに改善されました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,110百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は212百万円（前年同

期比25.0％増）、経常利益は184百万円（前年同期比30.5％増）、四半期純利益は投資有価証券評価損の特別損失計上も

あり83百万円（前年同期比565.1％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,796百万円（前連結会計年度末3,419百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて377百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金が103百万円、受取手形及び売掛

金が141百万円それぞれ増加したことによります。 

（固定資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、1,265百万円（前連結会計年度末1,121百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて143百万円の増加となりました。これは主に、中国に設立した子会社による固定資産の取

得によるものであります。 

（流動負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,016百万円（前連結会計年度末1,838百万円）となり、

前連結会計年度末と比べて177百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金が61百万円、短期借入金

が63百万円増加したことによります。 

（固定負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、1,232百万円（前連結会計年度末934百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて298百万円の増加となりました。これは主に社債が430百万円増加した一方、長期借入金が

135百万円減少したことによります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,813百万円（前連結会計年度末1,768百万円）となり、前

連結会計年度末と比べて44百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金が31百万円増加したことによります。

  

②キャッシュ・フローの状況について 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、各活

動により103百万円増加し1,047百万円となりました。 

＜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46百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益164百万円から

売上債権の増加額140百万円、たな卸資産の増加額56百万円を減じたものであります。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動の結果使用した資金は178百万円となりました。これは主として中国において設立した子会社による固定

資産の取得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＞ 

 財務活動の結果得られた資金は336百万円となりました。これは主として社債の発行による収入486百万円から、長

期借入金の返済による支出171百万円を減じたものであります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災で被害を受けた生産拠点のかなりが震災前の生産水準を回復してきてお

り、萎縮気味であった個人消費も緩やかに回復するものと想定されます。国内販売については、自動車関連を中心に下期

はかなりの回復を想定しております。しかしながら、電力供給の制約や、円高基調の推移、欧米を中心とした海外景気の

下ぶれ懸念、中国等新興国における金融引締めによる成長率ダウン予想など懸念材料も出ております。 

 当社といたしましては、新規に設立致しました中国子会社の立上げに鋭意取り組むとともに、引続き販売増加、原価低

減等に努力してまいります。 

 なお、８月９日に当第２四半期累計期間における連結・個別の業績修正をおこないましたが、通期の連結・個別業績予

想は、平成23年2月18日発表の売上高4,200百万円、営業利益440百万円、経常利益380百万円、当期純利益220百万円を据

え置いております。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 中国における更なる需要拡大へ対応するため、新たに生産子会社・常州日研磨料有限公司を設立し、当第２四半

期連結会計期間より、連結の範囲に含めております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付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。  

②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 

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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

②表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

従来は、当社の未払従業員賞与は流動負債「その他」として処理しておりましたが、前連結会計年度末より計上

額が確定要件を満たさなくなったため「賞与引当金」として処理しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間の流動負債「その他」に含まれる未払従業員賞与の金額は16,277千円でありま

す。  

（四半期連結損益計算書関係） 

「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）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する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）の適用によ

り、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。  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）   

従来は、流動負債の「その他」に含めて表示しておりました未払従業員賞与を、前連結会計年度末より「賞与引

当金」に変更したことに伴い、「賞与引当金の増減額」として区分掲記しております。    

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。   

２．その他の情報
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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23年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,047,843 943,954

受取手形及び売掛金 1,099,785 957,822

商品及び製品 185,668 146,661

仕掛品 754,514 801,477

原材料及び貯蔵品 573,032 505,155

繰延税金資産 54,192 38,146

その他 82,240 26,894

貸倒引当金 △688 △843

流動資産合計 3,796,588 3,419,269

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 166,846 172,782

機械装置及び運搬具（純額） 88,730 98,649

土地 409,045 409,045

リース資産（純額） 3,292 3,929

建設仮勘定 8,353 2,724

その他（純額） 7,226 8,526

有形固定資産合計 683,493 695,658

無形固定資産 176,428 11,905

投資その他の資産   

投資有価証券 300,919 301,537

繰延税金資産 55,596 66,503

その他 51,881 49,385

貸倒引当金 △2,818 △3,164

投資その他の資産合計 405,579 414,262

固定資産合計 1,265,501 1,121,826

資産合計 5,062,090 4,541,096
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 802,139 740,776

1年内償還予定の社債 90,000 40,000

短期借入金 817,338 753,991

リース債務 1,279 958

未払法人税等 72,071 145,723

役員賞与引当金 6,000 －

賞与引当金 20,067 17,871

その他 207,490 139,112

流動負債合計 2,016,385 1,838,435

固定負債   

社債 580,000 150,000

長期借入金 375,030 510,410

リース債務 2,013 2,971

役員退職慰労引当金 103,317 97,647

環境対策引当金 3,571 －

退職給付引当金 155,763 160,266

その他 12,972 12,900

固定負債合計 1,232,667 934,196

負債合計 3,249,053 2,772,631

純資産の部   

株主資本   

資本金 512,325 512,325

資本剰余金 56,182 56,182

利益剰余金 1,162,458 1,130,478

自己株式 △4,687 △4,529

株主資本合計 1,726,277 1,694,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 33,046 27,910

為替換算調整勘定 △15,863 △9,851

評価・換算差額等合計 17,183 18,059

少数株主持分 69,575 55,948

純資産合計 1,813,036 1,768,464

負債純資産合計 5,062,090 4,541,096
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,986,731 2,110,328

売上原価 1,364,386 1,447,054

売上総利益 622,345 663,274

販売費及び一般管理費 452,007 450,389

営業利益 170,338 212,885

営業外収益   

受取利息 480 286

受取配当金 3,043 3,286

為替差益 － 1,512

その他 459 1,021

営業外収益合計 3,983 6,107

営業外費用   

支払利息 16,891 13,285

手形売却損 118 －

固定資産除却損 510 －

為替差損 15,036 －

社債発行費 － 13,493

支払手数料 － 7,047

その他 233 434

営業外費用合計 32,790 34,261

経常利益 141,531 184,731

特別損失   

減損損失 72,782 －

投資有価証券評価損 － 16,410

環境対策引当金繰入額 － 3,571

特別損失合計 72,782 19,981

税金等調整前四半期純利益 68,749 164,750

法人税、住民税及び事業税 83,580 73,721

法人税等調整額 △35,580 △5,017

法人税等合計 47,999 68,703

少数株主損益調整前四半期純利益 － 96,046

少数株主利益 8,253 12,937

四半期純利益 12,495 83,108
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,032,453 1,055,269

売上原価 721,066 747,081

売上総利益 311,387 308,187

販売費及び一般管理費 229,375 230,313

営業利益 82,011 77,874

営業外収益   

受取利息 96 223

受取配当金 3,043 3,286

その他 173 249

営業外収益合計 3,314 3,759

営業外費用   

支払利息 7,218 7,299

固定資産除却損 195 －

為替差損 18,394 8,547

その他 179 102

営業外費用合計 25,988 15,949

経常利益 59,337 65,683

特別損失   

減損損失 72,782 －

投資有価証券評価損 － 667

特別損失合計 72,782 667

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（△）

△13,444 65,016

法人税、住民税及び事業税 29,482 30,876

法人税等調整額 △11,980 △11,838

法人税等合計 17,501 19,037

少数株主損益調整前四半期純利益 － 45,978

少数株主利益 4,242 8,358

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,188 37,619
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６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 68,749 164,750

減価償却費 25,747 23,626

減損損失 72,782 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,440 △501

受取利息及び受取配当金 △3,523 △3,572

支払利息 16,891 13,285

投資有価証券評価損益（△は益） － 16,410

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,132 △4,503

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,925 5,670

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 6,000

売上債権の増減額（△は増加） △210,651 △140,915

たな卸資産の増減額（△は増加） △71,836 △56,857

仕入債務の増減額（△は減少） 317,173 41,731

未払費用の増減額（△は減少） 69,579 72,699

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,263 5,901

未収入金の増減額（△は増加） 2,420 333

賞与引当金の増減額（△は減少） － 2,195

その他 △22,188 △36,220

小計 300,376 110,032

利息及び配当金の受取額 3,524 3,572

利息の支払額 △16,466 △13,659

法人税等の支払額 △1,604 △146,553

営業活動によるキャッシュ・フロー 285,830 △46,608

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 △6,387 △2,672

無形固定資産の取得による支出 － △164,740

投資有価証券の取得による支出 △734 △10,776

その他 △605 △605

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,727 △178,794

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 100,000

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △196,684 △171,626

社債の発行による収入 100,000 486,506

社債の償還による支出 － △20,000

自己株式の取得による支出 △5 △158

リース債務の返済による支出 △637 △637

配当金の支払額 △51,129 △50,919

その他 － △7,047

財務活動によるキャッシュ・フロー 51,543 336,116

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,471 △6,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 324,174 103,888

現金及び現金同等物の期首残高 766,184 943,954

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,090,359 1,047,843
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 該当事項はありません。  

  

  

 〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日）  

 事業の種類として「研磨材製商品の製造販売事業」及び「茶類及び医薬部外品等の販売事業」に区分しており

ますが、全セグメントの売上高及び営業利益の金額の合計額に占める「研磨材製商品の製造販売事業」の割合が

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。  

  

 〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。  

  

 〔海外売上高〕 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30日） 

  （注）１ 国又は地域は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アジア……東アジア及び東南アジア諸国 

その他……アメリカ（北米、南米）、欧州（ヨーロッパ諸国）等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

 [セグメント情報] 

   当第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

   当社グループは、研磨材製商品の製造販売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。   

  

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

  
日本 
（千円） 

中国 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,673,389  313,342  1,986,731  －  1,986,731

(2）

  

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 276,380  －  276,380  △276,380  －

 計  1,949,769  313,342  2,263,112  △276,380  1,986,731

 営業利益  113,962  44,530  158,493  11,845  170,338

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  536,203  4,951  541,154

Ⅱ 連結売上高（千円）      1,986,731

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 27.0  0.2  27.2

（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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