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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53期
第１四半期
連結累計期間

第54期
第１四半期
連結累計期間

第53期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 (百万円) 22,086 22,406 91,971

経常利益 (百万円) 1,497 1,316 7,874

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,222 727 4,881

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 1,480 1,777 2,709

純資産額 (百万円) 47,020 47,811 46,481

総資産額 (百万円) 85,440 90,350 89,152

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 39.37 24.41 161.25

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ―

自己資本比率 (％) 51.7 49.7 49.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 546 1,080 7,840

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △732 △1,203 △5,197

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,599 △1,406 △475

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 7,280 9,119 10,487

（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　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、第54期第１四半期連結累計期間においては、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。

４　第53期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社ジェイエスピー(E00858)

四半期報告書

 2/18



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、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。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四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。

　

３ 【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、当四半期連結会計期間の末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

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国・欧州における景気回復基調の鈍化があるものの、

アジア諸国や新興国の経済成長もあり、全体的には緩やかな回復基調で推移しました。その一方、我が国経

済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により深刻な影響を受けました。その影響は東日本におけ

る物理的被害にとどまらず、全国的なサプライチェーンの分断や原発事故に伴う電力の供給問題、さらには

風評被害や消費自粛など様々な面に波及し、日本経済は先行き不透明な状況が続きました。

当社グループにおきましても、震災による一部生産設備等への直接的被害に加え、計画停電等による生産

体制への制約などもあり、製品供給力が一時的に低下しましたが、被災設備の早期復旧に鋭意取組むととも

に、グループ内での代替生産を有機的に実施することによって安定供給に全力を挙げてまいりました。これ

らの対応により、当四半期末現在における供給体制は、震災前と同等程度となっております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は22,406百万円（前年同四半期比1.4％増）となりま

した。営業利益は原材料及び燃料価格の上昇によるコスト高等により1,359百万円（同14.0％減）、経常利

益は1,316百万円（同12.1％減）、四半期純利益は727百万円（同40.5％減）となりました。

　

報告セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、平成23年４月１日付で会社組織の変更を行っており、以下、前年同期比較については、当該変更を反

映した前年同期の数値を用いております。

　

（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」・発泡ポリプロピレンシート「Ｐボード」は、主

にデジタル家電輸送用に用いられておりますが、震災の影響による家電市場の縮小や流通量の低下を受け、

売上が減少しました。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、即席麺や弁当容器と

して広く用いられておりますが、震災以降の全国的な需要の高まりなどを受け、売上は増加しました。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」は、エンドユーザーである小売業等で

の広告宣伝活動の自粛もあり、売上が減少しました。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、復興に向けた需要が主な要因となり、売上は増加しました。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」は、物流量の低迷などを受け、売上が減少しました。

これらの結果、押出事業の売上高は8,568百万円（前年同四半期比2.5％増）、営業利益は742百万円（同

19.4％増）となりました。
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（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・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。日本国内においては、特に自動車生産台数の大幅な落ち込み

の影響が大きく、売上が減少しました。一方、アメリカ・ヨーロッパ・アジア各地域では、自動車資材・家電

用包装材ともに概ね堅調を維持し、売上が増加しました。また、当連結会計年度よりビーズ事業に移管しま

した「スーパーブロー」、「スーパーフォーム」の売上は、減少しました。発泡性ポリスチレン「スチロダ

イア」は、魚箱用途で被災地域の水産業に対する被害などを受け、売上が減少しました。

これらの結果、ビーズ事業の売上高は12,451百万円（前年同四半期比1.8％増）、営業利益は736百万円

（同25.0％減）となりました。

　
（その他）

一般包材は、国内需要の影響により、売上は減少しました。なお、前連結会計年度まで新事業分野として

（その他）に区分しておりましたユニットバス天井材「スーパーブロー」並びに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」につきましては、当連結会計年度よりビーズ

事業として製造・販売を行っております。

これらの結果、その他の売上高は1,386百万円（前年同四半期比7.8％減）、営業損失は79百万円（前年同

四半期は営業利益０百万円）となりました。

　

(2)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は90,350百万円で、前連結会計年度末に比べ1,198百万円増

加しました。このうち流動資産は795百万円増加し、固定資産は403百万円増加しました。

負債は42,538百万円で、前連結会計年度末に比べ131百万円減少しました。このうち流動負債は253百万円

増加し、固定負債は385百万円減少しました。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の純資産は47,811百万円、自己資本比率は49.7％となりまし

た。

　

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四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9,119百万円となり、前連結会計年度

末に比べ1,368百万円の減少となりました。

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1,122百万円、減価償

却費1,097百万円、仕入債務の増加573百万円に対し、たな卸資産の増加1,272百万円、法人税等の支払額820

百万円などで差引き1,080百万円の収入（前年同四半期比533百万円増加）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1,006百万円、定期預金の純増による

支出566百万円などで1,203百万円の支出（同470百万円増加）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入500百万円、長期借入金の返済による支出

1,313百万円、配当金の支払による支出447百万円などにより、差引き1,406百万円の支出（同192百万円減

少）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１四半期連結累計期間において、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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は424百万円であります。
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第３ 【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１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８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
(株)

発行済株式
総数残高
(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23年６月30日 ― 31,413,473 ― 10,128 ― 13,405
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、該当事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四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23年３月31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23年３月31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

1,597,000
─

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

29,781,200
297,812同上

単元未満株式
普通株式

35,273
─ 同上

発行済株式総数 31,413,473 ─ ─

総株主の議決権 ─ 297,812 ─

(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12株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23年３月31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

1,597,000 ─ 1,597,000 5.08

計 ─ 1,597,000 ─ 1,597,000 5.08

　
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成し

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、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,474 12,839

受取手形及び売掛金 ※1
 26,709

※１
 26,859

有価証券 0 0

商品及び製品 4,862 5,716

仕掛品 598 660

原材料及び貯蔵品 2,868 3,317

その他 2,792 2,725

貸倒引当金 △214 △232

流動資産合計 51,091 51,886

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,489 11,672

機械装置及び運搬具（純額） 9,265 9,412

土地 11,995 12,053

その他（純額） 1,443 1,387

有形固定資産合計 34,194 34,526

無形固定資産 986 1,063

投資その他の資産

投資有価証券 1,673 1,695

その他 1,246 1,220

貸倒引当金 △40 △42

投資その他の資産合計 2,880 2,873

固定資産合計 38,060 38,463

資産合計 89,152 90,350
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,210 10,897

短期借入金 9,200 9,217

1年内返済予定の長期借入金 4,533 4,331

未払法人税等 967 428

賞与引当金 1,326 648

その他の引当金 340 317

その他 5,330 6,319

流動負債合計 31,908 32,162

固定負債

長期借入金 9,307 8,728

引当金 651 697

負ののれん 241 211

その他 561 739

固定負債合計 10,761 10,376

負債合計 42,670 42,538

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 28,475 28,756

自己株式 △1,371 △1,371

株主資本合計 50,638 50,918

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11 17

為替換算調整勘定 △6,805 △5,991

その他の包括利益累計額合計 △6,794 △5,973

少数株主持分 2,638 2,866

純資産合計 46,481 47,811

負債純資産合計 89,152 90,350
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

売上高 22,086 22,406

売上原価 15,633 16,075

売上総利益 6,453 6,330

販売費及び一般管理費 ※１
 4,872

※１
 4,971

営業利益 1,580 1,359

営業外収益

受取利息 38 44

負ののれん償却額 30 30

持分法による投資利益 － 9

その他 63 74

営業外収益合計 131 158

営業外費用

支払利息 64 60

為替差損 95 48

持分法による投資損失 30 －

その他 23 92

営業外費用合計 214 201

経常利益 1,497 1,316

特別利益

固定資産売却益 0 7

投資有価証券売却益 257 －

その他 94 －

特別利益合計 353 7

特別損失

固定資産除却損 42 10

災害による損失 － 178

その他 0 13

特別損失合計 43 202

税金等調整前四半期純利益 1,807 1,122

法人税等 502 308

少数株主損益調整前四半期純利益 1,305 813

少数株主利益 83 85

四半期純利益 1,222 727
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,305 813

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △120 6

為替換算調整勘定 296 957

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 175 963

四半期包括利益 1,480 1,777

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,289 1,548

少数株主に係る四半期包括利益 191 228
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６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利益 1,807 1,122

減価償却費 1,119 1,097

負ののれん償却額 △30 △30

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 15

固定資産除売却損益（△は益） 42 3

投資有価証券売却損益（△は益） △257 0

受取利息及び受取配当金 △45 △50

支払利息 64 60

為替差損益（△は益） △74 △41

持分法による投資損益（△は益） 30 △9

売上債権の増減額（△は増加） △1,171 98

仕入債務の増減額（△は減少） 422 573

たな卸資産の増減額（△は増加） △63 △1,272

その他 229 280

小計 2,045 1,847

利息及び配当金の受取額 54 113

利息の支払額 △66 △60

法人税等の支払額 △1,487 △820

営業活動によるキャッシュ・フロー 546 1,080

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 △753 △1,006

固定資産の売却による収入 5 82

固定資産の除却による支出 △1 △8

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 380 0

定期預金の純増減額（△は増加） △165 △566

関係会社株式の取得による支出 △300 －

その他 103 298

投資活動によるキャッシュ・フロー △732 △1,203

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） 334 △12

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △1,267 △1,313

社債の償還による支出 △162 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △372 △447

少数株主への配当金の支払額 △122 △123

その他 △9 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,599 △1,406

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,788 △1,368

現金及び現金同等物の期首残高 9,069 10,487

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 7,280

※１
 9,119
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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１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

 (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。

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日　至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結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。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

※１　受取手形裏書譲渡高 19百万円

　２　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㈱ 275百万円

　(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。

　 134百万円

※１　受取手形裏書譲渡高 28百万円

　２　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㈱ 275百万円

　(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。

　 128百万円

　
(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日 
  至　平成23年６月30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 1,290百万円

　 給料手当及び賞与 1,061　

　 賞与引当金繰入額 229　

　 研究開発費 422　

※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 1,359百万円

　 給料手当及び賞与 1,017　

　 賞与引当金繰入額 237　

　 研究開発費 424　

　
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
  至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日 
  至　平成23年６月30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22年６月30日現在)

現金及び預金勘定 10,417百万円

預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金

△3,137　

有価証券 0　

現金及び現金同等物 7,280　

※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23年６月30日現在)

　 現金及び預金勘定 12,839百万円

　
預入期間が３ヶ月を超え
る定期預金

△3,720　

　 有価証券 0　

　 現金及び現金同等物 9,119　
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日)

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22年４月30日
取締役会

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

　

２　基準日が当第１四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１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日)

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23年４月28日
取締役会

普通株式 447 15平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

２　基準日が当第１四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１四半期連結会計期

間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３　株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

    前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

    報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　 　 　 　 　 　 (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 8,356 12,22620,582 1,503 22,086 ─ 22,086

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

215 115 331 4 336 △336 ─

計 8,571 12,34220,914 1,508 22,422 △336 22,086

　セグメント利益 622 982 1,604 0 1,604 △23 1,580

(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、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△23百万円は、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。

　
    当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１　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

　 　 　 　 　 　 (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 8,568 12,45121,019 1,386 22,406 ― 22,406

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

183 96 280 13 294 △294 ―

計 8,751 12,54821,300 1,400 22,700 △294 22,406

　セグメント利益
　又は損失（△）

742 736 1,479 △79 1,399 △40 1,359

(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、一般包材の販売にかかる事業等を含

んでおります。

　　２　 セグメント利益又は損失（△）の調整額△40百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△40百万円

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 　セグメント利益又は損失（△）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。

　
２　報告セグメントの変更等に関する事項

当第１四半期連結会計期間より、会社組織の変更に伴い、従来「その他」に区分していた製品の一部に

ついて、「ビーズ事業」へ報告セグメントの変更を行っております。

　なお、会社組織変更後の区分により作成した前第１四半期連結累計期間に係る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は、「前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至

  平成22年６月30日)」に記載しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

   １株当たり四半期純利益(円) 39.37 24.41

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純利益(百万円) 1,222 727

    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利益(百万円) 1,222 727

    普通株式の期中平均株式数(千株) 31,051 29,816

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、当第１四半期連結累計期間においては、潜在株式が存在し

ないため、前第１四半期連結累計期間においては、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。

　
２ 【その他】

平成23年４月28日開催の取締役会において、平成23年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された

株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

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23年６月30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23年８月８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23年４月１日から平成24年３月31日までの
連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結
累計期間(平成23年４月１日から平成23年６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、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注
記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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23年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及び
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。
　
利害関係
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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