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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第145期

第２四半期連結
累計期間

第146期
第２四半期連結
累計期間

第145期
第２四半期連結
会計期間

第146期
第２四半期連結
会計期間

第145期

会計期間

自　平成20年
４月１日

至　平成20年
９月30日　

自　平成21年
４月１日

至　平成21年
９月30日　

自　平成20年
７月１日

至　平成20年
９月30日　

自　平成21年
７月１日

至　平成21年
９月30日　

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

売上高　　　　　　　 （百万円） 44,419 38,553 23,445 20,176 91,329

経常利益又は経常損失（△）

　　　　　　　　　　 （百万円）
△441 △266 △120 △18 682

四半期純損失（△）

又は当期純利益　　 　（百万円）
△494 △214 △160 △35 366

純資産額　　　 　　　（百万円） ― ― 24,747 24,255 24,621

総資産額　　　　 　　（百万円） ― ― 65,948 61,627 66,805

１株当たり純資産額　　 （円） ― ― 386.65 385.27 391.05

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額　　　　　　　　　 （円）　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

△7.81 △3.44 △2.52 △0.58 5.82

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額　 　（円）
― ― ― ― ―

自己資本比率　　　　 　（％） ― ― 37.2     39.0 36.5

営業活動による

キャッシュ・フロー　 （百万円）
1,876 2,266 ― ― 3,168

投資活動による

キャッシュ・フロー　 （百万円）
△1,013 △1,214 ― ― △1,072

財務活動による

キャッシュ・フロー　 （百万円）
△751 △977 ― ― △724

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高 （百万円）
― ― 4,895 6,228 6,155

従業員数　　　　　　 　（人） ― ― 1,795 1,789 1,774

 （注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　２　売上高には消費税等は含まれておりません。

３　第145期第２四半期連結累計期間及び第146期第２四半期連結累計期間並びに第145期第２四半期連結会計期

間及び第146期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、１株当たり四半

期純損失を計上しているため、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４　第145期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

なお、持分法適用非連結子会社であった㈱ワークスは、平成21年７月に清算結了したため、当第２四半期連結会計期

間より持分法の適用範囲から除外しております。

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人）
1,789

[201]　

　

 

（注）１　従業員数は就業人員数（当社のグループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社のグループ

への出向者を含む。）であり、臨時従業員数は[  ]内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。

　２　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び契約期間が１年未満の嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除い

ております。

 

(2) 提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 734 

  （注）　　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期増減率（％）

　塩ビ製品事業 4,267 △19.9

　繊維製品事業 4,745 △2.9

　その他事業 517 △13.3

合計 9,530 △11.9

（注）１　金額は販売価格によっております。

 ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

各事業は概ね見込生産を行っているため、該当事項はありません。

(3) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同四半期増減率（％）

　塩ビ製品事業 6,673 △15.9

　繊維製品事業 6,625 △6.4

　その他事業 6,876 △18.5

合計 20,176 △13.9

（注）　　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。　

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

(1) 業績の状況

① 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界同時不況の影響により企業業績が大きく落ち込むとと

もに、個人所得や雇用情勢はいっそう厳しさを増しました。インテリア業界におきましては、設備投資の減少と個

人消費の冷え込みにより、内装工事の需要は低い水準で推移いたしました。

こうしたなか、当社グループは中期経営計画「変革と挑戦2011」の初年度にあたり、技術に立脚した事業基盤

の強化とグループの営業効率向上を図り、収益性のさらなる改善を推し進めております。

結果といたしまして、当第２四半期連結会計期間における売上高は20,176百万円（前年同期比13.9％減）、経

常損失は18百万円（前年同期 経常損失120百万円）、四半期純損失は35百万円（前年同期 四半期純損失160百万

円）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

<塩ビ製品事業>

塩ビ製品事業は、独自性のあるデザインのコンポジションタイルや、文教施設向けで汎用品の長尺シートが

好調に推移しましたが、店舗用の塩ビタイルやマンション開放廊下用防滑性ビニル床シートの売上が減少し、

売上高は6,673百万円（前年同期比15.9％減）、営業利益は186百万円（前年同期比50.5％減）となりました。

<繊維製品事業>

繊維製品事業は、住宅着工減少の影響でロールカーペットやカーテンの売上が減少しましたが、環境対応商

品の需要拡大や、オフィス向けで汎用品のタイルカーペットが堅調に推移したことから、売上高は6,625百万円

（前年同期比6.4％減）、営業利益は300百万円（前年同期 営業損失 9百万円）となりました。

<その他事業>

その他事業は、住宅市場の需要低迷により中価格帯の壁装材で売上が減少し、また、販売子会社における仕入

商品や工事の売上も減少したことから、売上高は6,876百万円（前年同期比18.5％減）、営業損失は113百万円

（前年同期 営業損失 74百万円）となりました。

② 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末の総資産については、季節変動に伴う売上債権の減少等により、前期末に比べ

5,178百万円減少し、61,627百万円となりました。

負債については、仕入債務の減少等により、前期末に比べ4,812百万円減少し、37,371百万円となりました。

純資産については、その他有価証券評価差額金の増加があったものの、配当金の支払いによる利益剰余金の減

少等により、前期末に比べ366百万円減少し、24,255百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第１四半期連結会計期間末に比べ1,127百万円増

加し、6,228百万円（第１四半期連結会計期間末5,101百万円）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,768百万円の収入（前年同期1,174百万円の収入）となりました。売上

債権の減少額の増加等により、前年同期に比べ増加しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、441百万円の支出（前年同期627百万円の支出）となりました。有形固定

資産の取得による支出の減少等により、前年同期に比べ増加しております。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、199百万円の支出（前年同期74百万円の支出）となりました。借入金の

返済等により、前年同期に比べ減少しております。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間における研究開発費の総額は、109百万円であります。なお、当第２四半期連結会計期

間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1) 主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更及び重要な設備計画の完了はありません。

  また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式　　　　　　　　　　　 141,603,000

計 141,603,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成21年９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成21年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 66,829,249 66,829,249

 東京証券取引所

 （市場第１部）

 大阪証券取引所

 （市場第１部）

単元株式数 1,000株

計 66,829,249 66,829,249 ― ―

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（千株）

発行済株式
総数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日　
― 66,829 ― 6,855 ― 1,789
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（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

（千株）

発行済株式総数に

対する所有株式数

の割合（％）

日本生命保険相互会社

　
東京都千代田区丸の内１丁目６番６号

日本生命証券管理部内
4,551 6.81

株式会社トクヤマ 山口県周南市御影町１番１号 2,780 4.16

双日株式会社 東京都港区赤坂６丁目１番20号 2,532 3.79

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,233 3.34

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 1,777 2.66

三信株式会社 東京都新宿区西新宿１丁目６番１号 1,730 2.59

日興シティ信託銀行株式会社

（投信口）
東京都品川区東品川２丁目３番14号 1,695 2.54

帝人テクノプロダクツ株式会社 大阪市中央区南本町１丁目６番７号 1,489 2.23

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目４番５号 1,485 2.22

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,238 1.85

計 － 21,512 32.19

　（注）１　当社所有の自己株式(4,504千株 6.74％)は、上記表には含まれておりません。

２　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

日興シティ信託銀行株式会社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

2,233千株

1,695千株

1,238千株

３　従来は、大株主の状況について信託財産・特別勘定等を合算(名寄せ)して表示しておりましたが、当第２四半

期連結会計期間末現在の状況より、株主名簿の記載どおりに表示しております。

４　株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループから平成20年３月14日付で提出された大量保有報告書(変更

報告書)により、平成20年３月10日現在で以下の株式を共同保有している旨の報告を受けましたが、当社とし

て当第２四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況は株主名

簿によっております。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目

４番５号
2,253 3.37

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内２丁目

７番１号
1,777 2.66

三菱ＵＦＪ証券株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目

４番１号
562 0.84

三菱ＵＦＪ投信株式会社
東京都千代田区丸の内１丁目

４番５号
90 0.13
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　4,504,000
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 61,907,000　 61,907 ―

単元未満株式 普通株式　　418,249　 ― ―

発行済株式総数 66,829,249 ― ―

総株主の議決権 ― 61,907 ―

　（注）１ 「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が7,000株（議決権７個）含

まれております。

　２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が317株含まれております。

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

東リ株式会社
兵庫県伊丹市東有岡５丁目125番地 4,504,000 ―  4,504,000 6.74

計 ― 4,504,000 ― 4,504,000 6.74

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 180 198 217 221 220 204

最低（円） 165 167 181 200 201 185

（注）　 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第１部におけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法

人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,577 5,454

受取手形及び売掛金 19,326 24,767

有価証券 714 713

商品及び製品 5,889 6,131

仕掛品 840 821

原材料及び貯蔵品 1,401 1,614

繰延税金資産 853 688

その他 1,077 793

貸倒引当金 △294 △471

流動資産合計 35,385 40,513

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,194 6,334

機械装置及び運搬具（純額） 2,472 2,691

工具、器具及び備品（純額） 271 279

土地 8,685 8,685

リース資産（純額） 166 158

建設仮勘定 184 182

有形固定資産合計 ※1
 17,973

※1
 18,333

無形固定資産

のれん ※2
 185

※2
 138

ソフトウエア 438 659

リース資産 211 99

その他 149 133

無形固定資産合計 985 1,032

投資その他の資産

投資有価証券 3,407 2,901

長期貸付金 253 267

繰延税金資産 1,881 2,078

その他 2,175 2,003

貸倒引当金 △434 △323

投資その他の資産合計 7,283 6,926

固定資産合計 26,241 26,291

資産合計 61,627 66,805
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 18,176 22,489

短期借入金 1,240 940

未払法人税等 146 221

未払費用 1,148 1,260

賞与引当金 571 599

その他 1,199 1,101

流動負債合計 22,482 26,612

固定負債

長期借入金 8,500 9,200

退職給付引当金 4,080 4,126

役員退職慰労引当金 － 294

その他 2,308 1,950

固定負債合計 14,888 15,571

負債合計 37,371 42,184

純資産の部

株主資本

資本金 6,855 6,855

資本剰余金 6,487 6,488

利益剰余金 11,059 11,710

自己株式 △1,065 △1,064

株主資本合計 23,338 23,989

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 673 383

評価・換算差額等合計 673 383

少数株主持分 243 248

純資産合計 24,255 24,621

負債純資産合計 61,627 66,805
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 44,419 38,553

売上原価 33,396 27,739

売上総利益 11,023 10,813

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 2,489 2,339

広告宣伝費 896 888

貸倒引当金繰入額 69 0

給料及び賞与 2,875 2,796

賞与引当金繰入額 449 409

退職給付費用 311 377

減価償却費 488 529

その他 3,815 3,698

販売費及び一般管理費合計 11,396 11,040

営業損失（△） △373 △226

営業外収益

受取利息 12 6

受取配当金 41 29

仕入割引 36 35

その他 93 94

営業外収益合計 184 166

営業外費用

支払利息 102 104

売上割引 54 52

持分法による投資損失 38 3

その他 57 45

営業外費用合計 253 206

経常損失（△） △441 △266

特別利益

投資有価証券売却益 5 －

貸倒引当金戻入額 4 36

特別利益合計 9 36

特別損失

固定資産除却損 23 30

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 1 14

たな卸資産評価損 162 －

特別損失合計 187 46

税金等調整前四半期純損失（△） △620 △277

法人税、住民税及び事業税 67 104

法人税等調整額 △197 △166

法人税等合計 △130 △61

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △1

四半期純損失（△） △494 △214
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 23,445 20,176

売上原価 17,713 14,522

売上総利益 5,732 5,653

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 1,265 1,213

広告宣伝費 495 535

貸倒引当金繰入額 69 10

給料及び賞与 1,351 1,333

賞与引当金繰入額 323 292

退職給付費用 149 184

減価償却費 242 267

その他 1,898 1,816

販売費及び一般管理費合計 5,795 5,653

営業利益又は営業損失（△） △63 0

営業外収益

受取利息 6 3

仕入割引 17 17

保険配当金 19 27

その他 36 33

営業外収益合計 79 82

営業外費用

支払利息 53 52

売上割引 26 25

持分法による投資損失 34 2

その他 21 20

営業外費用合計 136 101

経常損失（△） △120 △18

特別利益

投資有価証券売却益 5 －

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 8 －

特別損失

固定資産除却損 10 18

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 1 1

特別損失合計 12 21

税金等調整前四半期純損失（△） △124 △40

法人税、住民税及び事業税 48 52

法人税等調整額 △15 △60

法人税等合計 32 △7

少数株主利益 2 2

四半期純損失（△） △160 △35
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９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損失（△） △620 △277

減価償却費 922 951

固定資産除却損 23 30

投資有価証券評価損益（△は益） － 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62 △66

退職給付引当金の増減額（△は減少） △158 △46

受取利息及び受取配当金 △53 △36

支払利息 102 104

売上債権の増減額（△は増加） 4,854 5,293

たな卸資産の増減額（△は増加） △282 435

仕入債務の増減額（△は減少） △2,761 △3,925

その他 △28 21

小計 2,061 2,500

利息及び配当金の受取額 54 36

利息の支払額 △103 △104

法人税等の支払額 △135 △166

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,876 2,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △100 －

有形固定資産の取得による支出 △871 △787

無形固定資産の取得による支出 △71 △243

投資有価証券の取得による支出 △2 △41

投資有価証券の売却による収入 14 0

貸付けによる支出 △54 △63

貸付金の回収による収入 24 24

その他 48 △103

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,013 △1,214

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） △290 △300

長期借入れによる収入 2,100 300

長期借入金の返済による支出 △2,100 △400

配当金の支払額 △443 △436

その他 △18 △141

財務活動によるキャッシュ・フロー △751 △977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 111 73

現金及び現金同等物の期首残高 4,783 6,155

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,895

※
 6,228
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【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】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．持分法の適用に関する　　

 事項の変更

持分法適用非連結子会社

(1) 持分法適用非連結子会社の変更

持分法適用非連結子会社であった㈱ワークスは、清算結了したため、当第２四半

期連結会計期間より持分法の適用範囲から除外しております。

(2) 変更後の持分法適用非連結子会社の数

０社

２．会計処理基準に関する

　  事項の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び

「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12

月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工

事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他

の工事については工事完成基準を適用しております。

これによる、当第２四半期連結累計期間の損益及びセグメント情報に与える影響は

ありません。

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「投資有価証券評価損益」は、重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記しております。

なお、前第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる「投資有価証

券評価損益」は1百万円であります。

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

法人税等並びに繰延税金

資産及び繰延税金負債の

算定方法

　法人税等の納付税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。

　また、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ので、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

おります。
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

　　　該当事項はありません。

【追加情報】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

（役員退職慰労金制度の廃止）

役員及び執行役員等の退職慰労金の支出に備えて、提出会社及び連結子会社のリック㈱、北海道東リ㈱、ダイヤ・

カーペット㈱、㈱テクノカメイは内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、各社の取締役会において、各社

の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同株主総会において、役員退職慰労金

制度廃止日までの在任期間に応じた退職慰労金を、役員の退任時に打ち切り支給することを決議いたしました。

これに伴い、当該期間に応じた退職慰労金相当額284百万円を固定負債の「その他」に含めて計上しております。

EDINET提出書類

東リ株式会社(E00995)

四半期報告書

17/26



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

　 34,264百万円 　 33,756百万円

※２　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相

殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 191百万円

負ののれん 5百万円

差引 185百万円

※２　のれん及び負ののれんの表示

のれん及び負ののれんは、相殺表示しております。相

殺前の金額は次のとおりであります。

のれん 147百万円

負ののれん 9百万円

差引 138百万円

　３　債務保証

一部の連結子会社において、三島沢地工業団地協同

組合の借入金のうち600百万円について、同組合の組

合員企業24社とともに連帯保証を行っております。 

　３　債務保証

一部の連結子会社において、三島沢地工業団地協同

組合の借入金のうち600百万円について、同組合の組

合員企業25社とともに連帯保証を行っております。 

　４　債権流動化に伴う買戻し義務　 　４　債権流動化に伴う買戻し義務　

　 595百万円 　 604百万円

　５　受取手形割引高 　５　受取手形割引高

　 27百万円 　 38百万円

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　　該当事項はありません。 　　該当事項はありません。

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

　　該当事項はありません。 　　該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在） （平成21年９月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 4,345

預入期間が３か月を超える定期預金

　有価証券勘定（ＭＭＦ等）

　償還期限が３か月を超える有価証券

△12

662

△100

現金及び現金同等物 4,895

 （百万円）

現金及び預金勘定 5,577

預入期間が３か月を超える定期預金 △62

有価証券勘定（ＭＭＦ等） 714

現金及び現金同等物 6,228
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末

　普通株式（株） 66,829,249

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類 当第２四半期連結会計期間末

　　普通株式（株） 4,504,317

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1) 配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資　

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 436 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日利益剰余金

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

 
塩ビ製品事業
（百万円）

繊維製品事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                         

(1) 外部顧客に対する売上高 7,931 7,081 8,432 23,445 ― 23,445

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― (―)　 ―

計 7,931 7,081 8,432 23,445 (―)　 23,445

営業利益又は営業損失 (△) 377 △9 △74 293 (356) △63

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 
塩ビ製品事業
（百万円）

繊維製品事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                         

(1) 外部顧客に対する売上高 6,673 6,625 6,876 20,176 ― 20,176

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― (―)　 ―

計 6,673 6,625 6,876 20,176 (―)　 20,176

営業利益又は営業損失 (△) 186 300 △113 374 (373) 0

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

 
塩ビ製品事業
（百万円）

繊維製品事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                         

(1) 外部顧客に対する売上高 14,728 13,734 15,956 44,419 ― 44,419

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― (―)　 ―

計 14,728 13,734 15,956 44,419 (―)　 44,419

営業利益又は営業損失 (△) 591 △15 △207 368 (741) △373

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 
塩ビ製品事業
（百万円）

繊維製品事業
（百万円）

その他事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高                         

(1) 外部顧客に対する売上高 12,690 12,809 13,053 38,553 ― 38,553

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― (―)　 ―

計 12,690 12,809 13,053 38,553 (―)　 38,553

営業利益又は営業損失 (△) 387 472 △289 569 (796) △226
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　（注）１　事業区分は、売上集計区分によっております。

２　各事業の主要な製品

　(1) 塩ビ製品事業・・・塩ビタイル、塩ビシート

　(2) 繊維製品事業・・・カーペット、カーテン

　(3) その他事業・・・・壁装材、接着剤、ブラインド他

３　会計処理の方法の変更

前第２四半期連結累計期間

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用しております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益が塩ビ製品事業で17百万円

減少し、また営業損失が繊維製品事業で24百万円、その他事業で9百万円それぞれ増加しております。

４　追加情報

前第２四半期連結累計期間

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社及び連結子会社は、機械装置について、平成20年度の法人税法の改正に伴って耐用年数の見直しを行

い、第１四半期連結会計期間より、改正後の法定耐用年数に変更しております。これにより、当第２四半期連

結累計期間の営業利益が塩ビ製品事業で0百万円増加し、また営業損失が繊維製品事業で19百万円増加し、そ

の他事業で3百万円減少しております。　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

提出会社の在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

提出会社の在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（有価証券関係）

　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引の当第２四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。

（ストック・オプション等関係）

　　　　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 385.27円 １株当たり純資産額 391.05円

２　１株当たり四半期純損失金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 7.81円 １株当たり四半期純損失金額 3.44円

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、１株当たり四半期純損失を計上しているため、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　　　　２　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失（百万円） 494 214

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 494 214

期中平均株式数（千株） 63,379 62,327

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額 2.52円 １株当たり四半期純損失金額 0.58円

　（注）１　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、１株当たり四半期純損失を計上しているため、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

　　　　２　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純損失金額         

四半期純損失（百万円） 160 35

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純損失（百万円） 160 35

期中平均株式数（千株） 63,377 62,326

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連

結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため記載しておりません。　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月12日

東リ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山　 中　 俊　 廣　  ㊞

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 蔵　 口　 康　 裕　  ㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東リ株式会社の平成

20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東リ株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同日を

もって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年11月11日

東リ株式会社

取締役会　御中

あずさ監査法人

　
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 山　 中　 俊　 廣　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 蔵　 口　 康　 裕　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 吉　 形　 圭　 右　　㊞

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東リ株式会社の平成

21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東リ株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同日を

もって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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