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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 26,792 △14.7 △28 ― 341 55.8 △2,818 ―
21年3月期第3四半期 31,428 △2.4 △99 ― 219 △86.1 △203 ―

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

22年3月期第3四半期 △100.36 ―
21年3月期第3四半期 △6.81 ―

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

22年3月期第3四半期 71,490 62,048 86.6 2,204.57
21年3月期 70,523 63,061 88.4 2,221.01

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  61,901百万円 21年3月期  62,364百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00
22年3月期 ― 10.00 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 20.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 37,500 0.6 300 823.3 1,000 ― 400 ― 14.25
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料における業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績等が異なる
可能性があります。 

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） 22年3月期第3四半期 29,813,026株 21年3月期  29,813,026株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,734,311株 21年3月期  1,734,003株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 28,078,890株 21年3月期第3四半期 29,764,709株
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）におけるわが国経済は、

在庫調整の進展や中国をはじめとする新興国の経済成長により生産や輸出に持ち直しの動きが見られまし

たが、設備投資は大きく落ち込んだままで、雇用・所得環境の悪化により個人消費も冷え込む等、引き続

き厳しい状況で推移しました。  

 このような厳しい状況の中で、当社グループの連結業績は、売上高が世界同時不況を背景とする工業品

の大幅な受注落ち込み等により、267億92百万円（前年同期比85.3％）となりました。  

 利益面につきましては、売上高の減少の影響が大きく、営業損失が28百万円（前年同期は99百万円の損

失）となり、経常利益は前年同期との比較では為替差損がなくなり、為替差益になったこと等により３億

41百万円（前年同期比155.8％）となりました。  

 また、株式会社タクミック・エスピーの子会社化に伴う負ののれん発生益等の特別利益がありました

が、投資有価証券評価損の特別損失の影響が大きく、28億18百万円の四半期純損失（前年同期は２億３百

万円の損失）となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて９億67百万円増加し、714億

90百万円となりました。これは、現金及び預金が株式会社タクミック・エスピーの株式取得及び弘前工

場の設備投資等で31億47百万円減少しましたが、同社が連結対象に加わったこと等により、受取手形及

び売掛金が23億36百万円、有形固定資産が21億87百万円それぞれ増加したこと等によります。 

  

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて19億81百万円増加し、94億42

百万円となりました。これは、株式会社タクミック・エスピーが連結対象に加わったこと等により、支

払手形及び買掛金が16億68百万円増加したこと等によります。 

  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて10億13百万円減少し、620

億48百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が32億36百万円増加しましたが、利益剰

余金が33億80百万円、少数株主持分が５億51百万円それぞれ減少したこと等によります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて155億３百万

円減少し、96億62百万円（前年同期比は164億89百万円の減少）となりました。現金及び現金同等物の減

少のうち123億62百万円は、金利の低下傾向に鑑み、３ヶ月定期預金を３ヶ月超の定期預金に預け替えし

たことによります。各活動別のキャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純損失46億22百万円、負ののれん発生益12億66百万円、売上債権の増加７億98百万

円等がありましたが、投資有価証券評価損57億93百万円、減価償却費16億54百万円、仕入債務の増加５

億52百万円等があり、16億10百万円の増加（前年同期比は22億36百万円の増加）となりました。 

  

（投資活動よるキャッシュ・フロー） 

定期預金の払戻220億10百万円等の収入がありましたが、定期預金の預入343億71百万円、連結の範囲

の変更を伴う子会社株式の取得17億34百万円、有形固定資産の取得16億54百万円等の支出があり、164

億９百万円の減少（前年同期比は257億93百万円の減少）となりました。 

  

（財務活動よるキャッシュ・フロー） 

配当金５億49百万円等の支出があり、５億80百万円の減少（前年同期比は48億99百万円の増加）とな

りました。  

・定性的情報・財務諸表等

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

(1) 資産、負債及び純資産の状況

(2) キャッシュ・フローの状況
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今後のわが国経済につきましては、不況の 悪期からは脱しつつあると見られますが、個人消費の冷え

込み、デフレと円高の進行、政権交代による政策転換等、先行きに不透明感が高まっており、厳しい状況

が続くと予想されます。  

 このような状況にありますが、当社グループはハウスウエア合成樹脂製品関連部門につきましては、引

き続き高付加価値の新製品を市場に投入し他社との差別化を図りながら新規顧客の開拓にも努め、売上高

増加に注力してまいります。また、工業品合成樹脂製品関連部門につきましては、中国での生産拠点の再

編成を完了する一方で、株式会社タクミック・エスピーの取得により、東南アジアでの生産拠点ネットワ

ークと取引先基盤を大幅に拡充し、これを梃子にグローバル企業としての体制と総合力を一段と強化して

まいります。  

 当第３四半期決算では金融機関の株価の大幅下落に伴う減損処理により多額の投資有価証券評価損が発

生しましたが、当第3四半期連結会計期間末以後、株価が反騰している状況を勘案し、通期連結会計年度

末では投資有価証券評価損の過半が解消すると想定しております。従いまして、通期の業績予想は、平成

21年11月６日に発表しました予想を変更せず、業績予想数値の達成に努めてまいります。 

  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四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定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

  

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経

営環境等、又は、一時差異の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度におい

て使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利

用する方法によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算 

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益

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、税金等調整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。 

 なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しておりま

す。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中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)

(2) 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
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① 連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針の適用 

第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第22号 平成20年５月13日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

② 企業結合に関する会計基準の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「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）、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号

平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する事業年度において 初

に実施される企業結合及び事業分離等から適用することができることになったことに伴い、第２四

半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用しております。 

(3) 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
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5.【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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,062,947 26,210,357

受取手形及び売掛金 9,522,556 7,186,198

商品及び製品 1,351,692 1,542,335

仕掛品 373,670 256,885

原材料及び貯蔵品 2,899,102 2,349,313

その他 1,244,001 1,554,105

貸倒引当金 △11,469 △5,870

流動資産合計 38,442,500 39,093,322

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,373,627 5,301,088

その他 11,412,618 11,298,508

有形固定資産合計 18,786,245 16,599,596

無形固定資産 1,761,771 1,796,436

投資その他の資産   

投資有価証券 9,656,845 9,297,094

その他 2,855,058 3,747,338

貸倒引当金 △11,993 △10,840

投資その他の資産合計 12,499,910 13,033,592

固定資産合計 33,047,926 31,429,624

資産合計 71,490,427 70,522,946

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,863,414 4,195,716

未払法人税等 30,064 14,554

賞与引当金 262,282 319,442

その他 2,197,522 1,865,215

流動負債合計 8,353,281 6,394,926

固定負債   

退職給付引当金 487,895 536,519

役員退職慰労引当金 544,287 523,289

その他 56,846 7,017

固定負債合計 1,089,027 1,066,825

負債合計 9,442,309 7,461,752
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,924,500 18,924,500

利益剰余金 29,435,109 32,814,648

自己株式 △2,732,955 △2,732,712

株主資本合計 64,852,005 68,231,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △990,454 △4,226,899

為替換算調整勘定 △1,960,136 △1,641,165

評価・換算差額等合計 △2,950,591 △5,868,064

少数株主持分 146,704 697,473

純資産合計 62,048,118 63,061,195

負債純資産合計 71,490,427 70,522,946
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 31,427,764 26,792,215

売上原価 27,183,561 22,268,377

売上総利益 4,244,203 4,523,838

販売費及び一般管理費 4,343,048 4,552,222

営業損失（△） △98,845 △28,384

営業外収益   

受取利息 251,378 98,068

受取配当金 218,417 239,315

投資有価証券売却益 37,302 －

為替差益 － 47,266

その他 95,795 55,101

営業外収益合計 602,891 439,750

営業外費用   

売上割引 49,937 40,831

為替差損 224,349 －

開業費償却 － 25,206

その他 10,841 4,355

営業外費用合計 285,127 70,392

経常利益 218,919 340,973

特別利益   

固定資産売却益 2,957 5,000

負ののれん発生益 － 1,266,106

貸倒引当金戻入額 2,100 55

特別利益合計 5,057 1,271,161

特別損失   

固定資産売却損 7,495 14,880

固定資産除却損 4,354 17,027

減損損失 9,400 167,000

投資有価証券評価損 402,240 5,793,336

たな卸資産評価損 46,832 －

その他 － 241,752

特別損失合計 470,321 6,233,994

税金等調整前四半期純損失（△） △246,345 △4,621,860

法人税等 △77,295 △1,804,697

少数株主利益 33,634 714

四半期純損失（△） △202,685 △2,817,877
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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損失（△） △246,345 △4,621,860

減価償却費 1,461,565 1,653,569

負ののれん発生益 － △1,266,106

賞与引当金の増減額（△は減少） △62,862 △124,162

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,055 4,378

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,424 △174,416

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 20,610 20,997

受取利息及び受取配当金 △469,794 △337,383

為替差損益（△は益） 221,233 38,843

固定資産除却損 2,899 17,025

有形固定資産売却損益（△は益） 4,538 9,880

投資有価証券評価損益（△は益） 402,240 5,793,336

減損損失 9,400 167,000

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △37,302 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,535,683 △797,898

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,790 △209,743

その他の資産の増減額（△は増加） △239,199 240,793

仕入債務の増減額（△は減少） △49,819 551,578

その他の負債の増減額（△は減少） △335,148 249,413

その他 30,106 99,935

小計 △801,250 1,315,179

利息及び配当金の受取額 504,311 373,042

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △328,362 △77,828

営業活動によるキャッシュ・フロー △625,301 1,610,394

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △20,351,497 △34,371,290

定期預金の払戻による収入 35,972,830 22,009,774

有形固定資産の取得による支出 △2,917,616 △1,654,486

有形固定資産の売却による収入 618,548 442,521

有形固定資産の除却による支出 － △416

無形固定資産の取得による支出 △14,392 △168,346

関係会社出資金の払込による支出 △202,698 △325,666

投資有価証券の取得による支出 △2,615,861 △389,844

投資有価証券の売却による収入 233,190 588

子会社株式の取得による支出 － △217,782

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △1,733,585

貸付けによる支出 △1,339,240 △1,679

貸付金の回収による収入 1,019 1,693

投資活動によるキャッシュ・フロー 9,384,281 △16,408,518
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の純増減額（△は増加） △3,707,017 △323

配当金の支払額 △1,514,532 △548,892

少数株主への配当金の支払額 △257,045 △30,723

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,478,594 △579,938

現金及び現金同等物に係る換算差額 △374,612 △125,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,905,775 △15,503,485

現金及び現金同等物の期首残高 23,244,591 25,165,352

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,150,367 9,661,867
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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) 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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