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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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3月期第2四半期 2,559 △4.2 285 △8.1 313 △6.8 183 △8.6
23年3月期第2四半期 2,672 19.6 310 55.5 336 34.0 200 29.7

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3月期第2四半期 22.57 ―
23年3月期第2四半期 24.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 14,152 12,332 87.1
23年3月期 15,438 12,236 79.3
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  12,332百万円 23年3月期  12,236百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年3月期 ― 8.00
24年3月期（予想） ― 8.00 16.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 5,600 0.6 600 △7.3 650 △6.7 350 △2.7 43.05



(1) 四半期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３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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3月期2Q 8,930,000 株 23年3月期 8,930,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 800,319 株 23年3月期 799,420 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,130,180 株 23年3月期2Q 8,131,748 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は終了しておりません。 

※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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資
料２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）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により停滞した経済活動は回復基調にあるも

のの、風評被害への対応や今後の本格的な復興政策の実施など課題も多く、円高・株安やヨーロッパ諸国の財政不

安による世界的な景気減速懸念もあり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 

 当社の主要な製品別の状況は以下の通りです。化粧板製品では、不燃メラミン化粧板「パニートスリム」及び

「パニートスリムハイグロス」は、震災による建築工事の遅れの影響があったものの、夏場以降はリフォーム市場

や戸建住宅の新築市場において需要が拡大したことにより販売は増加いたしました。しかしながら、オフィス家具

用高圧メラミン化粧板については、震災以降オフィス家具やトイレブースでの需要減少が続いており、販売は減少

いたしました。その結果、化粧板製品の売上高は1,575百万円（前年同四半期比99.4％）となりました。電子部品

業界向け製品は、震災により自動車関連を中心に業界全般的に生産が落ち込み、その後徐々に持ち直してきた業界

動向と同じような販売の推移となり、当社のプリント基板用フェノール樹脂積層板の販売は、震災による落ち込み

が影響して減少いたしました。その結果、電子部品業界向け製品の売上高は484百万円（前年同四半期比92.6％）

となりました。ケミカルアンカー製品は、耐震補強工事用カプセル「ＲＸタイプ」や港湾関連工事用カプセル「Ｒ

Ｖタイプ」を新たに市場に投入いたしましたが、震災復旧の関連事業を優先させるために公共事業費の一部を留保

する政府の措置等があり、公共工事の遅れや減少の影響を受けて販売は減少いたしました。その結果、ケミカルア

ンカー製品の売上高は489百万円（前年同四半期比87.8％）となりました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績といたしましては、売上高2,559百万円（前年同四半期比

95.8％）、経常利益313百万円（前年同四半期比93.2％）、四半期純利益183百万円（前年同四半期比91.4％）とな

りました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末における総資産は、前期末に比べて1,286百万円減少し、14,152百万円となりました。これは主

に、投資有価証券は増加したものの、現金及び預金や有価証券が減少したこと等によるものです。負債は前期末に

比べて1,382百万円減少し、1,819百万円となりました。これは主に、未払金等が減少したこと等によるものです。

また、純資産は前期末に比べて96百万円増加し、12,332百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差

額金が減少したものの、四半期純利益を183百万円計上したこと等によるものです。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、当第２四半期累計期間においてケミカルアンカー製品や電子部品業界向け製品の売上

高が減少したこと等の実績をふまえ、下記のとおり修正いたしました。 

 平成24年３月期通期業績予想数値の修正（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ）  5,900  600  650  350  43 05 

今回修正予想（Ｂ）  5,600  600  650  350  43 05 

増減額（Ｂ－Ａ）  △300 ― ― ― ― 

増減率（％）  △5.1 ― ― ― ― 

（ご参考）前期実績 

（平成23年３月期）  
 5,567  647  696  359  44  24



（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業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実効税率を乗じて計算しております。 

  

（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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,243,617 1,773,683

受取手形及び売掛金 2,100,914 1,865,396

有価証券 4,300,700 3,222,162

商品及び製品 257,564 255,557

仕掛品 31,348 33,154

原材料及び貯蔵品 188,719 300,791

その他 109,049 135,638

貸倒引当金 △6,514 △5,784

流動資産合計 9,225,399 7,580,598

固定資産   

有形固定資産 2,695,668 2,724,822

無形固定資産 10,757 12,576

投資その他の資産   

投資有価証券 3,013,793 3,329,367

その他 534,016 545,720

貸倒引当金 △40,717 △40,717

投資その他の資産合計 3,507,093 3,834,370

固定資産合計 6,213,519 6,571,769

資産合計 15,438,918 14,152,367

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,077,562 1,018,496

未払法人税等 205,682 147,569

引当金 49,078 68,039

その他 1,632,107 341,192

流動負債合計 2,964,430 1,575,297

固定負債   

役員退職慰労引当金 223,353 230,085

その他 15,035 14,592

固定負債合計 238,389 244,677

負債合計 3,202,819 1,819,975

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,515,383 2,515,383

資本剰余金 2,305,533 2,305,533

利益剰余金 7,800,208 7,918,686

自己株式 △366,506 △366,964

株主資本合計 12,254,617 12,372,638

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,519 △40,246

評価・換算差額等合計 △18,519 △40,246

純資産合計 12,236,098 12,332,392

負債純資産合計 15,438,918 14,152,367



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,672,385 2,559,806

売上原価 1,687,578 1,604,647

売上総利益 984,807 955,158

販売費及び一般管理費 674,019 669,523

営業利益 310,787 285,634

営業外収益   

受取利息 22,824 19,033

受取配当金 11,316 15,584

その他 2,284 1,648

営業外収益合計 36,426 36,266

営業外費用   

支払利息 6 6

売上割引 6,437 7,124

為替差損 4,612 1,466

営業外費用合計 11,056 8,596

経常利益 336,156 313,304

特別利益   

投資有価証券売却益 37,070 41,225

特別利益合計 37,070 41,225

特別損失   

固定資産除却損 4,417 2,581

投資有価証券売却損 － 31,667

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 13,493 －

その他 － 836

特別損失合計 17,910 35,085

税引前四半期純利益 355,315 319,444

法人税等 154,565 135,921

四半期純利益 200,749 183,522



 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



平成24年３月期第２四半期決算短信参考資料 

  

１． 平成24年３月期第２四半期の業績 

（１）経営成績 

（単位：千円未満切捨）

  

（２）製品別売上高 

   

４．補足情報

  

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 前事業年度 

（自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 （自 平成22年４月１日 

    至 平成22年９月30日）     至 平成23年９月30日）     至 平成23年３月31日）

  金額 
前年同期比 

（％） 
金額 

前年同期比 

（％） 
金額 

前年同期比 

（％） 

売上高  2,672,385 119.6 2,559,806 95.8  5,567,291 116.0

営業利益  310,787 155.5 285,634 91.9  647,071 146.2

経常利益  336,156 134.0 313,304 93.2  696,478 130.4

四半期（当期）純利益  200,749 129.7 183,522 91.4  359,763 111.1

１株当たり四半期 

（当期）純利益 
24円69銭 22円57銭 44円24銭

  売上高 
コメント 

  金額 構成比 増減率 

  

化粧板製品 

百万円 ％ ％  不燃メラミン化粧板「パニートスリム」及び「パニ

ートスリムハイグロス」は、震災による建築工事の遅

れの影響があったものの、夏場以降はリフォーム市場

や戸建住宅の新築市場において需要が拡大したことに

より販売は増加いたしました。しかしながら、オフィ

ス家具用高圧メラミン化粧板については、震災以降オ

フィス家具やトイレブースでの需要減少が続いてお

り、販売は減少いたしました。 

 1,575 61.6 △0.6

電子部品業界

向け製品 
 484 18.9 △7.4

 震災により自動車関連を中心に業界全般的に生産が

落ち込み、その後徐々に持ち直してきた業界動向と同

じような販売の推移となり、当社のプリント基板用フ

ェノール樹脂積層板の販売は、震災による落ち込みが

影響して減少いたしました。 

ケミカルアン

カー製品 
 489 19.1 △12.2

 耐震補強工事用カプセル「ＲＸタイプ」や港湾関連

工事用カプセル「ＲＶタイプ」を新たに市場に投入い

たしましたが、震災復旧の関連事業を優先させるため

に公共事業費の一部を留保する政府の措置等があり、

公共工事の遅れや減少の影響を受けて販売は減少いた

しました。 

その他  10 0.4 51.5   

合計  2,559 100.0 △4.2   



（３）業績の説明 

 業績につきましては、売上高売上原価率が62.7％と0.5ポイント改善いたしました。また、売上高販管費比率が

26.2％と1.0ポイント悪化した結果、売上高営業利益率は0.5ポイント悪化し11.2％となりました。 

  

（４）設備投資について 

 本社工場及び三重工場の生産設備等に89百万円の投資を行いました。なお、当第２四半期累計期間における減

価償却費は１億18百万円であります。 

  

（５）配当金について 

 配当金につきましては、中間配当金として８円、年間配当金16円を予定しております。 

  

（６）財政状況について 

 総資産141億52百万円、純資産123億32百万円、自己資本比率87.1％、１株当たり純資産1,516円96銭でありま

す。 

  

２．通期の見通し 

（１）経営成績予想 

  

売上高           56億円    対前期増減率     0.6％ 

営業利益        ６億円       〃     △7.3％ 

経常利益      ６億50百万円       〃     △6.7％ 

当期純利益     ３億50百万円       〃    △2.7％ 

  

（２）製品別売上高           （単位：百万円未満切捨） 

  

（３）設備投資について 

 当下半期の設備投資は、主に工場の生産設備等に５億21百万円の投資を予定しております。なお、通期の減価

償却費として２億94百万円を予定しております。  

  

  通期予想 

  金額 構成比（％） 増減率（％）

化粧板製品  3,580 63.9 3.7

電子部品業界向け製品  1,000 17.9 △4.5

ケミカルアンカー製品  1,000 17.9 △4.8

その他  20 0.3 12.9

合計  5,600 100.0 0.6
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