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1.  平成24年4月期第1四半期の業績（平成23年5月1日～平成23年7月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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4月期第1四半期 582 4.1 △31 ― △23 ― △17 ―

23年4月期第1四半期 559 △1.8 △14 ― △8 ― △7 ―

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4月期第1四半期 △3.30 ―

23年4月期第1四半期 △1.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年4月期第1四半期 3,771 3,073 81.5
23年4月期 3,817 3,126 81.9

（参考） 自己資本   24年4月期第1四半期  3,073百万円 23年4月期  3,126百万円

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4月期 ― 6.00 ― 4.00 10.00
24年4月期 ―

24年4月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成24年4月期の業績予想（平成23年5月1日～平成24年4月30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) 1,250 5.4 25 198.6 30 57.5 15 ― 2.86
通期 2,650 7.0 70 80.9 80 32.3 35 33.8 4.77



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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4月期1Q 5,850,000 株 23年4月期 5,850,000 株

② 期末自己株式数 24年4月期1Q 609,674 株 23年4月期 608,710 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年4月期1Q 5,241,112 株 23年4月期1Q 5,241,790 株

※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おります。 

※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。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、２ページ「１．当四半期決算に関する定
性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による甚大な被害が企業の生産活動にも大きな影響を

与え、未だに原発事故に伴う復興の遅れや健康被害並びに電力供給に対する懸念は残り、また、米国の景気回復の遅

れや欧州の財政危機等により円高基調が続いており、雇用情勢の悪化、個人消費や設備投資は低調に推移し、景気の

先行きは不透明な状況が続きました。 

このような状況のなか、当社は、主力の食品分野においては、トリプルナイロンに次ぐブランドに育ちつつある

「フィルミックス」シリーズによる多角的に市場をつかむ活動を、また、非食品分野では医療用、産業用向け取り組

みを積極的に推進し、販売の拡大に努めてまいりました結果、売上高は 百万円（前年同四半期比4.1％増）とな

りました。 

利益につきましては、全社あげてのコスト削減に取り組みましたが、原油・ナフサ価格の上昇及び震災の影響から

一部原材料が高騰したことにより、原料コストを押し上げた結果、営業損失は 百万円（前年同四半期は営業損失

百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常損失 百万円）、四半期純損失は 百万円（前年同四半期は四

半期純損失 百万円）となりました。 

用途別の売上高につきましては、食品分野では震災による影響があったものの、深絞り用途などの拡販により、3

億75百万円（前年同四半期比1.0％増）となりました。 

非食品分野では、バイク用ウレタン製品及びクラフト内袋が増加したことや、新規の自動車向け製品により、1億

21百万円（前年同四半期比9.8％増）となりました。 

商品につきましては突き刺し強度の高いフィルム（ＳＰパック）が堅調に推移し、85百万円（前年同四半期比

10.8％増）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

当第１四半期会計期間末における流動資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。これは主に現金及び預金が 百万円、受取手形及び売掛金が 百万円、その他の内繰延税金資産が 百万円増加

したものの、有価証券が 百万円、仕掛品が 百万円減少したこと等によるものであります。 

固定資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。これは主に投資その他の資産が

百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、総資産は、 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしまし

た。これは主にその他の内設備未払金が 百万円及び未払費用が 百万円増加したものの、賞与引当金が 百万円減

少したこと等によるものであります。固定負債は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしました。

これは主に役員退職慰労引当金が 百万円減少したこと等によるものであります。 

この結果、負債合計は、 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前事業年度末に比べ 百万円減少いたしまし

た。これは主に四半期純損失 百万円、剰余金の配当 百万円及びその他有価証券評差額金が 百万円減少したこと

等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は ％（前事業年度末は ％）となりました。 

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年４月期の業績予想につきましては、平成23年６月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。   

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 548,615 571,590

受取手形及び売掛金 791,371 802,495

有価証券 50,000 －

商品及び製品 62,882 58,976

仕掛品 37,194 24,969

原材料及び貯蔵品 33,932 34,797

関係会社短期貸付金 802,614 802,646

その他 49,254 58,152

貸倒引当金 △1,081 △1,101

流動資産合計 2,374,784 2,352,526

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 149,532 146,105

機械及び装置（純額） 167,462 174,845

土地 605,251 605,251

その他（純額） 66,263 64,648

有形固定資産合計 988,510 990,851

無形固定資産 4,186 4,159

投資その他の資産   

投資有価証券 401,868 383,118

その他 50,280 42,736

貸倒引当金 △1,886 △1,820

投資その他の資産合計 450,261 424,033

固定資産合計 1,442,959 1,419,044

資産合計 3,817,743 3,771,571

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 470,992 464,664

未払法人税等 7,504 3,859

賞与引当金 32,888 19,628

その他 101,099 145,361

流動負債合計 612,485 633,513

固定負債   

役員退職慰労引当金 57,210 42,998

資産除去債務 10,500 10,500

その他 11,547 10,785

固定負債合計 79,257 64,284

負債合計 691,743 697,798
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年４月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 774,000 774,000

資本剰余金 1,150,310 1,150,310

利益剰余金 1,898,638 1,860,391

自己株式 △262,861 △263,150

株主資本合計 3,560,086 3,521,550

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △46,553 △60,244

土地再評価差額金 △387,533 △387,533

評価・換算差額等合計 △434,086 △447,777

純資産合計 3,126,000 3,073,773

負債純資産合計 3,817,743 3,771,571
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年５月１日 
 至 平成23年７月31日) 

売上高 559,393 582,254

売上原価 395,069 428,684

売上総利益 164,324 153,569

販売費及び一般管理費 178,540 184,794

営業損失（△） △14,216 △31,224

営業外収益   

受取利息 3,024 5,036

受取配当金 1,013 786

作業くず売却益 1,402 1,086

雑収入 782 381

営業外収益合計 6,222 7,290

営業外費用   

売上割引 44 29

営業外費用合計 44 29

経常損失（△） △8,038 △23,963

特別損失   

固定資産除却損 － 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10,500 －

特別損失合計 10,500 8

税引前四半期純損失（△） △18,538 △23,972

法人税、住民税及び事業税 1,920 2,398

法人税等調整額 △12,818 △9,088

法人税等合計 △10,898 △6,690

四半期純損失（△） △7,640 △17,281
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該当事項はありません。  

  

当社は、プラスチックフィルム製造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。  

  

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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