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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】

連結経営指標等

　

回次
第52期
第３四半期
連結累計期間

第53期
第３四半期
連結累計期間

第52期
第３四半期
連結会計期間

第53期
第３四半期
連結会計期間

第52期

会計期間

自  平成21年
      ４月１日
至  平成21年
     12月31日

自  平成22年
      ４月１日
至  平成22年
      12月31日

自  平成21年
      10月１日
至  平成21年
      12月31日

自  平成22年
      10月１日
至  平成22年
      12月31日

自  平成21年
      ４月１日
至  平成22年
      ３月31日

売上高 (百万円) 60,977 70,196 22,154 24,432 81,597

経常利益 (百万円) 4,415 6,278 2,355 2,508 5,540

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,909 4,538 1,474 1,740 3,209

純資産額 (百万円) ― ─ 45,215 46,883 45,912

総資産額 (百万円) ― ― 88,808 88,880 86,197

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,371.311,479.461,391.92

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 93.68 149.19 47.48 58.38 103.35

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 (％) ― ― 47.9 49.6 50.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 7,207 4,374 ― ― 11,283

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,735 △2,532 ― ― △4,115

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,317 △2,470 ― ― △4,698

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ―
―

7,661 7,885 9,069

従業員数 (名) ― ― 2,053(286)2,131(304)2,050(283)

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第53期第３四半期連結会計期間において

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、それ以外の回次においては、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３　従業員数欄の(外書)は、平均臨時雇用人員を表示しております。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容に重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四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。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 2,131(304)

(注) １　従業員数は、就業人員数であります。

　　 ２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員(１日８時間換算)であります。

　　 ３　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び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22年12月31日現在

従業員数(名) 670

(注)　従業員数は就業人員数であります。なお、出向者123名は含まれておりません。
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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３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

押出事業 8,610 ─

ビーズ事業 11,688 ─

　報告セグメント計 20,298 ─

その他 258 ─

合計 20,556 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。
２　金額は、平均販売価格により算出しております。
３　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　
(2) 受注実績

当社グループは原則として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３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
　

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

押出事業 10,008 ─

ビーズ事業 12,490 ─

　報告セグメント計 22,498 ─

その他 1,933 ─

合計 24,432 ─

(注) １　セグメント間取引については、相殺消去しております。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第３四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３四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)経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間における我が国経済は、新興国の活況による生産・輸出増が期待される反面、

為替は依然として円高基調で推移し、また、政府の景気刺激策の奏効による個人消費増加の反面、その段階

的終了による需要減退懸念など、景気は一進一退の状況が続き、依然として先行き不透明な状況で推移して

おります。

　このような環境の下、当社グループでは、付加価値の高い発泡樹脂製品の販売に注力するとともに、製造経

費の抑制など全社を挙げて様々なコスト低減に取り組み、収益確保に努めてまいりました。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は24,432百万円（前年同四半期比10.3％増）とな

りました。また、家電エコポイントによる前倒し需要や住宅エコポイント制度等による需要の押し上げなど

を受け、包装材・建築資材の売上が引続き好調に推移していることや、厳しい経営環境に備えてのコスト低

減が一段と進展したことにより、営業利益は2,453百万円（同5.9％増）、経常利益は2,508百万円（同6.5％

増）、四半期純利益は1,740百万円（同18.1％増）となりました。

 

　

セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

　

（押出事業）

産業用包材の発泡ポリエチレンシート「ミラマット」は、主力である永久帯電防止機能製品の需要が引

続き好調に推移し、ガラス基板輸送用緩衝材用途を中心に売上を伸ばしました。食品用包材の発泡ポリスチ

レンシート「スチレンペーパー」は、市場環境が依然として厳しい中、本格的な需要回復には至らなかった

ものの売上は堅調に推移しました。広告用ディスプレー材や折材の発泡ポリスチレンシート「ミラボー

ド」の売上は、ほぼ前年同四半期並みに推移しました。また、発泡ポリスチレン押出ボードの住宅用断熱材

「ミラフォーム」は、住宅エコポイント制度等による需要増により好調を維持し、売上が増大しました。ト

ラックの積載品を保護するための緩衝材や家電・自動車用部品の通い函に使用されている発泡ポリエチレ

ン押出ボードの「ミラプランク」の売上は、ほぼ前年同四半期並みに推移しました。

　これらの結果、押出事業の売上高は10,008百万円、営業利益は1,181百万円となりました。

　
（ビーズ事業）

発泡ポリプロピレン「ピーブロック」は、バンパーコア材、内装材、新用途のシートコア材等の自動車部

品のほか、ＩＴ製品輸送用通い函、家電製品用緩衝材、競技用グラウンド基礎緩衝材等に用いられており、日

本及び海外の各地域で製造販売を行っております。世界的な景気後退の影響が残った前年同四半期に比べ、

中国を中心としたアジア各地域の旺盛な需要や、アメリカ・ヨーロッパにおける自動車資材の需要が回復

したことにより、売上が増加しました。また、発泡性ポリスチレン「スチロダイア」は、魚・野菜箱用途が低

調な需要環境の中、断熱材用途の需要増加もあり、売上はほぼ前年同四半期並みに推移しました。

　これらの結果、ビーズ事業の売上高は12,490百万円、営業利益は1,329百万円となりました。

　
（その他）

ユニットバス天井材「スーパーブロー」は、技術改良と業界需要の回復により、前年同四半期に比べ売上

・販売数量が増加しました。自動車エアコン用ダクトに使用されているハイブリッド成形品「スーパー

フォーム」は、依然として需要の回復が鈍く、売上・販売数量ともに減少しました。

　これらの結果、その他の売上高は1,933百万円、営業損失は33百万円となりました。
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(2)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末における総資産は88,880百万円で、前連結会計年度末に比べ2,683百万円増

加しました。このうち流動資産は4,822百万円増加し、固定資産は2,139百万円減少しました。

　負債は41,997百万円で、前連結会計年度末に比べ1,711百万円増加しました。このうち流動負債は3,696百

万円増加し、固定負債は1,984百万円減少しました。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の純資産は46,883百万円、自己資本比率は49.6％となりまし

た。

　

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

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の残高は7,885百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、収入要因である税金等調整前四半期純利益2,459百万円、仕入債務

の増加2,854百万円、減価償却費1,195百万円に対し、売上債権の増加3,711百万円、法人税等の支払額1,041

百万円などで差引き2,387百万円の収入（前年同四半期比234百万円増加）となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出622百万円、定期預金の純増による支出

171百万円などで787百万円の支出（同130百万円増加）となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増による収入1,381百万円、長期借入れによる収入

200百万円、長期借入金の返済による支出1,116百万円等により、差引き8百万円の収入（前年同四半期は696

百万円の支出）となりました。

　

(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社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。

　

(5)研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は426百万円であります。

　
　

EDINET提出書類

株式会社ジェイエスピー(E00858)

四半期報告書

 6/28



第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四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

第２四半期連結会計期間末に計画中であった、当社四日市第一工場の発泡性ポリスチレンビーズの製

造設備の増設につきましては、平成22年11月に完了いたしました。

　また、当第３四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 46,000,000

計 46,000,000

　

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年２月９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 31,413,47331,413,473
東京証券取引所
（市場第一部）

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式であり
ます。
単元株式数は100株でありま
す。

計 31,413,47331,413,473― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【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22年12月31日 ― 31,413 ― 10,128 ― 13,405

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年９月30日)に基づく株主名簿による記載

をしております。

① 【発行済株式】

平成22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

1,596,500
―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

29,780,600
297,806同上

単元未満株式
普通株式

36,373
― 同上

発行済株式総数 31,413,473― ―

総株主の議決権 ― 297,806 ―

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が

   それぞれ100株（議決権１個）、10株含まれております。

     ２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式３株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成22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）
株式会社ＪＳＰ

東京都千代田区丸の内３丁目４－２
新日石ビル

1,596,500 ─ 1,596,5005.08

計 ― 1,596,500 ─ 1,596,5005.08

　
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22年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 1,1591,037 942 982 963 959 953 1,1401,229

最低(円) 1,089 818 803 846 861 838 850 918 1,087

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価であります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの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３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31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３四半期連結会計期間(平成21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結財

務諸表について、東邦監査法人により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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,839 11,882

受取手形及び売掛金 ※1, ※4
 30,639

※1
 24,930

有価証券 50 39

商品及び製品 4,551 4,633

仕掛品 569 532

原材料及び貯蔵品 2,568 2,671

その他 2,833 2,547

貸倒引当金 △242 △250

流動資産合計 51,809 46,987

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 11,288

※2
 11,915

機械装置及び運搬具（純額） ※2
 9,239

※2
 10,079

土地 11,623 11,613

その他（純額） ※2
 1,275

※2
 1,386

有形固定資産合計 33,426 34,995

無形固定資産 794 936

投資その他の資産

投資有価証券 1,675 1,906

その他 1,216 1,415

貸倒引当金 △41 △44

投資その他の資産合計 2,850 3,277

固定資産合計 37,070 39,210

資産合計 88,880 86,197
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※4
 12,275 9,278

短期借入金 8,236 6,386

1年内返済予定の長期借入金 4,190 4,569

1年内償還予定の社債 － 162

未払法人税等 918 1,660

賞与引当金 642 1,109

その他の引当金 9 －

その他 ※4
 5,918 5,328

流動負債合計 32,191 28,495

固定負債

長期借入金 8,334 10,113

引当金 633 568

負ののれん 271 361

その他 565 745

固定負債合計 9,805 11,789

負債合計 41,997 40,285

純資産の部

株主資本

資本金 10,128 10,128

資本剰余金 13,405 13,405

利益剰余金 28,132 24,413

自己株式 △1,371 △211

株主資本合計 50,296 47,736

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15 167

為替換算調整勘定 △6,198 △4,682

評価・換算差額等合計 △6,183 △4,515

少数株主持分 2,770 2,691

純資産合計 46,883 45,912

負債純資産合計 88,880 86,197
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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：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 60,977 70,196

売上原価 42,331 48,838

売上総利益 18,646 21,358

販売費及び一般管理費 ※1
 14,164

※1
 15,107

営業利益 4,481 6,251

営業外収益

受取利息 136 120

負ののれん償却額 90 90

その他 299 215

営業外収益合計 526 426

営業外費用

支払利息 241 182

為替差損 96 123

持分法による投資損失 131 28

その他 122 64

営業外費用合計 591 399

経常利益 4,415 6,278

特別利益

投資有価証券売却益 － 257

貸倒引当金戻入額 19 －

その他 12 130

特別利益合計 32 387

特別損失

固定資産除却損 74 70

たな卸資産評価損 92 －

関係会社支援損 － 50

その他 40 28

特別損失合計 207 149

税金等調整前四半期純利益 4,241 6,517

法人税等 1,099 1,703

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,813

少数株主利益 232 274

四半期純利益 2,909 4,538
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 22,154 24,432

売上原価 15,053 16,840

売上総利益 7,101 7,591

販売費及び一般管理費 ※1
 4,785

※1
 5,138

営業利益 2,316 2,453

営業外収益

受取利息 48 41

負ののれん償却額 30 30

持分法による投資利益 － 5

その他 140 96

営業外収益合計 218 173

営業外費用

支払利息 73 57

為替差損 21 46

持分法による投資損失 49 －

その他 35 14

営業外費用合計 179 118

経常利益 2,355 2,508

特別利益

貸倒引当金戻入額 4 △15

その他 0 △1

特別利益合計 4 △16

特別損失

固定資産除却損 36 21

たな卸資産評価損 47 －

その他 15 10

特別損失合計 99 32

税金等調整前四半期純利益 2,260 2,459

法人税等 715 633

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,826

少数株主利益 70 85

四半期純利益 1,474 1,740
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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利益 4,241 6,517

減価償却費 3,435 3,444

負ののれん償却額 △90 △90

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 3

固定資産除売却損益（△は益） 72 79

投資有価証券売却損益（△は益） － △252

受取利息及び受取配当金 △156 △135

支払利息 241 182

為替差損益（△は益） △140 △142

持分法による投資損益（△は益） 131 28

売上債権の増減額（△は増加） △5,405 △6,263

仕入債務の増減額（△は減少） 2,935 3,273

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,388 △83

その他 1,109 746

小計 7,780 7,307

利息及び配当金の受取額 175 143

利息の支払額 △243 △187

法人税等の支払額 △505 △2,888

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,207 4,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △2,262 △2,371

固定資産の売却による収入 6 14

固定資産の除却による支出 △15 △10

投資有価証券の取得による支出 △238 △8

投資有価証券の売却による収入 0 395

定期預金の純増減額（△は増加） △152 △346

関係会社株式の取得による支出 － △300

その他 △73 94

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,735 △2,532

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） 324 1,879

長期借入れによる収入 700 1,500

長期借入金の返済による支出 △3,626 △3,560

社債の償還による支出 △222 △162

自己株式の取得による支出 △0 △1,159

配当金の支払額 △434 △819

少数株主への配当金の支払額 △27 △122

その他 △30 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,317 △2,470

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48 △555

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,106 △1,183

現金及び現金同等物の期首残高 6,555 9,069

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 7,661

※1
 7,885
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間(自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日)

該当事項はありません。

　
【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３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　
  至　平成22年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

　  変更後の連結子会社数32社

　　　第２四半期連結会計期間より、新たに設立したジェイエスピーフォームインディアPvt.Ltd.及びOOO

　　ジェイエスピーインターナショナルを連結の範囲に含めております。　

　　　当第３四半期連結会計期間より、新たに設立したジェイエスピーインターナショナルsarlを連結の範

　　囲に含めております。

 

２　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

　  　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。

　
【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日　
  至　平成22年12月31日)

（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）に基づき財務諸表等規則等の一

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）の適用に伴い、当第３四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。

 

　前第３四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めておりました「投資有価証券売却益」は、当

第３四半期連結累計期間で特別利益の総額の100分の20を超えたため、区分掲記しております。なお、前第３四半期

連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「投資有価証券売却益」は０百万円であります。

 

　前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「貸倒引当金戻入額」（当第３四半期連結累計期

間15百万円）は、特別利益総額の100分の20以下になったため、当第３四半期連結累計期間においては特別利益の

「その他」に含めて表示しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第３四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「投資有価証券売却損益（△は益）」は重要性が増加したため、当第３四半期連結累計期間より区分掲

記しております。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含ま

れる「投資有価証券売却損益（△は益）」は△０百万円であります。
　

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日 
  至　平成22年12月31日)

（四半期連結貸借対照表関係）

　前第３四半期連結会計期間において、流動負債の「引当金」に含めておりました「賞与引当金」は、当第３四半

期連結会計期間では区分掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間の流動負債の「引当金」に含まれて

おります「賞与引当金」は512百万円であります。

 

（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）に基づき財務諸表等規則等の一

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）の適用に伴い、当第３四半期連結会計期間では、

「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。
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【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　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、第２四半期連結会計期間末の

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。

３　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。

４　経過勘定項目の算定方法

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

５　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。

　

【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３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年12月31日)

１　税金費用の計算

主として当連結会計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する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。

　

 【会社等の財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの】

当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　受取手形裏書譲渡高

　 　 33百万円

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額

68,342百万円
　

　
　３　保証債務

　(1) 下記の会社の銀行借入金等に対し、保証を行っ

　　　ております。

　　　　　　関係会社

日本アクリエース㈱ 350百万円

 

　(2) 勤労者財産形成促進法に基づく従業員の銀行借

　　　入金に対し、保証を行っております。

　 137百万円

　 　 　

※１　受取手形裏書譲渡高

　 　 23百万円

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額

67,202百万円
　

　 　
　３　保証債務

　(1) 下記の会社の銀行借入金等に対し、保証を行っ

　　　ております。

　　　　　　関係会社

日本アクリエース㈱ 370百万円

 

　(2) 勤労者財産形成促進法に基づく従業員の銀行借

　　　入金に対し、保証を行っております。

　 156百万円

※４  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

      については、手形交換日をもって決済処理をし

      ております。

　　　なお、当第３四半期連結会計期間末日は金融機

　　　関の休日であったため、次の四半期連結会計期

  　  間末日満期手形が当第３四半期連結会計期間末

      日の残高に含まれております。

受取手形 1,137百万円

支払手形 433　

設備関係支払手形 14　

(流動負債その他) 　 　

　　　　　　　　　―――――――

　

(四半期連結損益計算書関係)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

　 販売運賃 3,816百万円

　 給料手当及び賞与 3,542　

　 賞与引当金繰入額 238　

　 研究開発費 1,303　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

　 販売運賃 4,302百万円

　 給料手当及び賞与 3,670　

　 賞与引当金繰入額 300　

　 研究開発費 1,273　

　

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日 
  至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日 
  至　平成22年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

　 販売運賃 　1,375百万円

　 給料手当及び賞与 1,460　

　 研究開発費 426　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

　 販売運賃 1,526百万円

　 給料手当及び賞与 1,524　

　 研究開発費 426　
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年12月31日)

※１　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21年12月31日現在)

 
 

現金及び預金勘定 10,265百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金

△2,648　

有価証券 44　

現金及び現金同等物 7,661　

※１　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22年12月31日現在)

 
　 現金及び預金勘定 10,839百万円

　
預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金

△3,004　

　 有価証券 50　

　 現金及び現金同等物 7,885　

　

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　

至　平成22年12月31日)

　
１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 31,413,473

　
２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,596,555

　

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 配当の原資
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

平成22年４月30日
取締役会

普通株式 利益剰余金 372 12平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年10月28日
取締役会

普通株式 利益剰余金 447 15平成22年９月30日 平成22年12月１日

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第３四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は1,371百万円であり、前連結会計年度末より
1,159百万円増加しております。これは主に、平成22年８月９日開催の取締役会の決議に基づき、平成22年
８月10日に東京証券取引所の自己株式立会外買付取引により当社普通株式1,234,200株を、総額1,158百
万円にて取得したことによるものであります。
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　
シート事業

(百万円)

ビーズ事業

(百万円)

ボード事業

(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

6,87712,0641,942 1,27022,154 ― 22,154

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

5 16 3 63 88 (88) ―

計 6,88212,0801,945 1,33422,243 (88) 22,154

営業利益又は営業損失(△) 936 1,629 275 △39 2,802 (485) 2,316

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

  (1) 事業区分の方法…製品の種類、資質、製造方法の類似性を考慮して区分しております。

　(2) 各区分に属する主要な製品

　　　シート事業……スチレンペーパー、ミラボード、Ｐボード、Ｐマット、ミラマット、ミラネット、

　　　　　　　　　　キャプロン

　　　ビーズ事業……ピーブロック（ＡＲＰＲＯ）、エルブロック、スチロダイア

　　　ボード事業……ミラフォーム、ミラプランク、ミラポリカフォーム、Ｊスリット

　　　その他事業……スーパーブロー、スーパーフォーム

　

前第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)

　
シート事業

(百万円)

ビーズ事業

(百万円)

ボード事業

(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

19,01532,9065,670 3,38560,977 ― 60,977

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

12 47 6 170 236 (236) ―

計 19,02732,9535,676 3,55561,213(236)60,977

営業利益又は営業損失(△) 2,142 3,282 717 △171 5,971(1,490)4,481

(注) １ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

　(1) 事業区分の方法…製品の種類、資質、製造方法の類似性を考慮して区分しております。

　(2) 各区分に属する主要な製品

 シート事業……スチレンペーパー、ミラボード、Ｐボード、Ｐマット、ミラマット、ミラネット、

 キャプロン

 ビーズ事業……ピーブロック（ＡＲＰＲＯ）、エルブロック、スチロダイア

 ボード事業……ミラフォーム、ミラプランク、ミラポリカフォーム、Ｊスリット

 その他事業……スーパーブロー、スーパーフォーム
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　
日本

(百万円)

アメリカ

(百万円)

ヨーロッパ　

(百万円)

アジア

(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

16,5822,022 1,712 1,83722,154 ― 22,154

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

211 ― 0 △0 212 (212) ―

計 16,7942,022 1,713 1,83722,367(212)22,154

営業利益 1,955 205 260 382 2,803 (487) 2,316

(注)  １ 国又は地域の区分は、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

　 (1)アメリカ…………米国・メキシコ

　 (2)ヨーロッパ………フランス・ドイツ・チェコ

　 (3)アジア……………シンガポール・韓国・台湾・中国

　

前第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)

　
日本

(百万円)

アメリカ

(百万円)

ヨーロッパ

(百万円)

アジア

(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

46,4015,045 4,656 4,87460,977 ― 60,977

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

548 ― 2 0 551 (551) ―

計 46,9495,045 4,658 4,87461,528(551)60,977

営業利益又は営業損失(△) 4,752 △68 360 908 5,952(1,471)4,481

(注)  １ 国又は地域の区分は、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

　 (1)アメリカ…………米国・メキシコ

   (2)ヨーロッパ………フランス・ドイツ・チェコ

　 (3)アジア……………シンガポール・韓国・台湾・中国
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【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　 アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 2,006 1,700 1,950 13 5,671

Ⅱ  連結売上高(百万円) 　 　 　 　 22,154

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

9.1 7.7 8.8 0.1 25.6

(注)  １　国又は地域の区分は、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

　　(1)アメリカ ………… 米国・カナダ・メキシコ

　　(2)ヨーロッパ ……… フランス・ドイツ・イタリア・イギリス・チェコ

　　(3)アジア …………… シンガポール・韓国・台湾・中国

　　(4)その他の地域 …… オセアニア

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。 

　

前第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)

　 アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(百万円) 5,019 4,624 5,026 21 14,692

Ⅱ  連結売上高(百万円) 　 　 　 　 60,977

Ⅲ  連結売上高に占める
    海外売上高の割合(％)

8.2 7.6 8.2 0.0 24.1

(注)  １　国又は地域の区分は、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

　　(1)アメリカ ………… 米国・カナダ・メキシコ

　　(2)ヨーロッパ ……… フランス・ドイツ・イタリア・イギリス・チェコ

　　(3)アジア …………… シンガポール・韓国・台湾・中国

　　(4)その他の地域 …… オセアニア

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。
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【セグメント情報】

１  報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役
会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり
ます。
　当社は、事業本部制を採用しており、各事業本部は、取り扱う製品・商品について国内外の包括的な戦略を
立案し、事業活動を展開しております。従いまして、当社は事業本部を基礎とした製品・商品別のセグメン
トから構成されており、「押出事業」と「ビーズ事業」を報告セグメントとしております。
　「押出事業」は、押出発泡技術をコアとして、ポリスチレン・ポリエチレン・ポリプロピレンのシート及
びボードを生産・販売しております。「ビーズ事業」は、ビーズ発泡技術をベースに、発泡ポリプロピレン
・発泡ポリエチレン及び発泡性ポリスチレンの製品等を生産・販売しております。
　
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)     
　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３押出事業 ビーズ事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 27,12737,50264,630 5,566 70,196 ─ 70,196

  セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

670 379 1,049 20 1,070(1,070) ─

計 27,79837,88165,679 5,587 71,267(1,070)70,196

　セグメント利益
　又は損失（△）

2,483 3,919 6,402 △77 6,325 (74) 6,251

(注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スーパーブロー・スーパーフォ　　ー

ムの生産・販売及び一般包材の販売にかかる事業等を含んでおります。

　　２　 セグメント利益の調整額△74百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△75百万円とセグメント間

取引消去０百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

　　３ 　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

　 　 　 　 　 　 (単位：百万円)

　

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３押出事業 ビーズ事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 10,00812,49022,498 1,933 24,432 ─ 24,432

  セグメント間の
　内部売上高又は
　振替高

229 129 358 11 370 (370) ─

計 10,23712,62022,857 1,945 24,802 (370) 24,432

　セグメント利益
　又は損失（△）

1,181 1,329 2,511 △33 2,478 (24) 2,453

(注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、スーパーブロー・スーパーフォ　　ー

ムの生産・販売及び一般包材の販売にかかる事業等を含んでおります。

　　２　 セグメント利益の調整額△24百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△24百万円とセグメント間

取引消去０百万円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費であります。

　　３ 　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

(追加情報)
　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。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 1,479.46円 　 1,391.92円

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 46,883 45,912

普通株式に係る純資産額（百万円） 44,112 43,221

差額の主な内訳（百万円） 　 　

　少数株主持分 2,770 2,691

普通株式の発行済株式数（千株） 31,413 31,413

普通株式の自己株式数（千株） 1,596 362

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株）

29,816 31,051

　
２  １株当たり四半期純利益金額等

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 93.68円１株当たり四半期純利益金額 149.19円

(注)１　 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載しておりません。

　　２ 　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益(百万円) 2,909 4,538

　普通株主に帰属しない金額
  (百万円)

― ─

　普通株主に係る四半期純利益
  (百万円)

2,909 4,538

　普通株式の期中平均株式数
  (千株)

31,052 30,422

　
前第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 47.48円１株当たり四半期純利益金額 58.38円

(注)１　 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　　２　 １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 　 　

　四半期純利益(百万円) 1,474 1,740

　普通株主に帰属しない金額
  (百万円)

― ─

　普通株主に係る四半期純利益
  (百万円)

1,474 1,740

　普通株式の期中平均株式数
  (千株)

31,052 29,816
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２ 【その他】

第53期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)中間配当については、平成22年10月28日開催の取

締役会において、平成22年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配

当を行うことを決議し、配当を行っております。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  447百万円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15円

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　　 　平成22年12月１日
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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22年２月５日

株式会社ジェイ　エス　ピー

（商号　株式会社 ＪＳＰ）

取締役会　御中

　

東邦監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　三　　宅　　啓　　之　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　浜　　野　　甲　　一　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　　戸　　宏　　明　　印

　
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」に掲げられている株式

会社ジェイ　エス　ピー（商号 株式会社 ＪＳＰ：以下同じ）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３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連

結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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、株式会社ジェイ　エス　ピー及び連結子会社の

平成21年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計

期間の経営成績並びに第３四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いません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年２月４日

株式会社ジェイ　エス　ピー

（商号　株式会社 ＪＳＰ）

取締役会　御中

　

東邦監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　三　　宅　　啓　　之　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　浜　　野　　甲　　一　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　神　　戸　　宏　　明　　印

　
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」に掲げられている株式

会社ジェイ　エス　ピー（商号 株式会社 ＪＳＰ：以下同じ）の平成22年４月１日から平成23年３月31日まで

の連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連

結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31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、株式会社ジェイ　エス　ピー及び連結子会社の

平成22年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計

期間の経営成績並びに第３四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いません。
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