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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 32,469 4.7 2,357 △18.4 2,189 △19.3 1,332 51.2
18年９月中間期 31,000 13.8 2,890 56.0 2,714 62.5 880 5.0

19年３月期 63,194 － 5,602 － 5,208 － 2,293 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 38.19 －
18年９月中間期 25.25 －

19年３月期 65.74 －
（参考）持分法投資損益 19年9月中間期 △1百万円 18年9月中間期 5百万円 19年3月期 13百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 54,306 21,357 39.1 609.12
18年９月中間期 49,903 18,996 37.9 541.77

19年３月期 52,061 20,298 38.8 578.92
（参考）自己資本 19年9月中間期 21,251百万円 18年9月中間期 18,902百万円 19年3月期 20,198百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 364 △1,639 1,608 1,828
18年９月中間期 3,356 △1,135 △1,860 1,526

19年３月期 5,547 △2,436 △2,781 1,495

２．配当の状況

 1株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 5.00 6.00 11.00
20年３月期 6.00 －

12.00
20年３月期(予想) － 6.00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 67,200 6.3 5,400 △3.6 5,000 △4.0 2,900 26.4 83.12
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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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、19ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数

（自己株式を含む）
19年９月中間期 34,900,000株 18年９月中間期 34,900,000株 19年３月期 34,900,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 10,883株 18年９月中間期 10,083株 19年３月期 10,383株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 31,662 4.8 2,002 △25.0 1,910 △26.1 1,195 38.8
18年９月中間期 30,203 12.6 2,669 65.1 2,586 77.7 861 15.9

19年３月期 61,615 － 5,093 － 4,854 － 2,146 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 34.26
18年９月中間期 24.68

19年３月期 61.53

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 50,290 20,345 40.5 583.15
18年９月中間期 45,953 18,259 39.7 523.36

19年３月期 47,922 19,429 40.5 556.87
（参考）自己資本 19年９月中間期 20,345百万円 18年９月中間期 18,259百万円 19年３月期 19,429百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 65,500 6.3 5,000 △1.8 4,500 △7.3 2,600 21.1 74.52

※　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予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ

り、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

当中間期におけるわが国経済は、堅調な輸出等を背景として、緩やかな景気拡大基調が続きまし

た。

包装フィルム事業につきましては、原料樹脂の値上がりと食品包装向け需要の低迷等により、厳

しい事業環境が続きました。

産業用機能性フィルム事業につきましては、主用途である電子部品の一部で在庫調整の動きが見

られました。

このような状況のもとで、当社グループは、高付加価値品の拡販、製品の品質と生産性の向上、

新製品の開発・上市、コストダウン等の諸施策を強力に推進してまいりました。

 

 以上の結果、当中間期の売上高は324億69百万円（対前年同期比4.7％増）となりました。

また営業利益は23億57百万円（対前年同期比18.4％減）、経常利益は21億89百万円（対前年同期比

19.3％減）、中間純利益は13億32百万円（対前年同期比51.2％増）となりました。営業利益及び経

常利益が減少した一方で中間純利益が増加したのは、前中間期では特別損失（機械装置の臨時償却）

を計上したことに対し、当中間期には格別な要因がなかったためであります。

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。

 

＜包装用フィルム事業＞

ポリプロピレンフィルムは、主力の食品包装向け需要が低調であったため、汎用銘柄の販売数量

は減少したものの、高付加価値品を中心に積極的に拡販に努めたことから、前年同期に比べ、販売

数量は若干の減少に止まり、売上高は前年秋の製品価格修正と相俟って増加しました。

ポリエチレンフィルムは、シャンプー等の詰替用に加え、氷用、ダイレクトメール用等の拡大も

あり、前年同期に比べ、販売数量は増加し、売上高は前年秋の製品価格修正と相俟って増加しまし

た。

蒸着フィルム（アルミ蒸着、透明蒸着）は、冷凍食品、冷菓が好調であったことから、前年同期

に比べ、販売数量、売上高ともに若干増加しました。

ビニロンフィルムは、繊維用フィルム、水溶性フィルムともに国内外の需要の低迷から、前年同

期に比べ、販売数量、売上高ともに減少しました。

以上を含め、包装用フィルム事業の売上高は252億27百万円（対前年同期比3.2％増）、営業利益

は5億50百万円(対前年同期比52.9％減)となりました。前年同期に比べ営業利益が減少した要因は、

原料樹脂の値上がりとこれに対応する製品価格の修正にタイムラグが生じたことなどによるもので

あります。

 

＜産業用機能性フィルム事業＞

シリコーンコートフィルムは、液晶やプラズマディスプレイ関連部材の在庫調整があったものの、

セラミックコンデンサー等の需要が伸び、全体としては前年同期に比べ、販売数量、売上高とも大

幅に増加しました。

ＴＰＸフィルムは、モバイルパソコン、携帯電話、デジタルカメラ、ＤＶＤプレイヤー／レコー

ダー、ハードディスク等の内部回路用フレキシブルプリント基板向けの需要が低迷したため、前年

同期に比べ、販売数量、売上高ともに減少しました。 

プロテクトフィルム（薄型ＴＶ用の光学フィルムとレンズの保護フィルム）は、大型プロジェク

ションＴＶが不調であったことにより、前年同期に比べ、販売数量、売上高ともに減少しました。

以上を含め、産業用機能性フィルム事業の売上高は72億42百万円（対前年同期比10.6％増）、営

業利益は18億6百万円（対前年同期比5.0％増）となりました。
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＜当期の見通し＞

今後のわが国経済は、引続き緩やかな景気拡大が期待されますが、当社グループの事業環境につ

いては、原油高に伴う原料樹脂等の更なる値上がりが懸念され、予断を許さない状況にあります。

当社グループとしては、10月から浸透した製品価格の修正による交易条件の維持、来年２月完工

予定の茨城工場４号クリーンコーター（シリコーンコートフィルム製造設備）の早期戦力化に努め

るとともに、引き続き

・事業基盤の強化：汎用品の収益力改善や高付加価値品の拡販を通じて事業基盤を強化するとと

もに研究開発力を充実し新商品投入を加速させます。

・現場力の強化　：生産技術、安全確保、品質改善等の課題を解決できる現場の力を強化すると

ともに設備更新を進め、更に一段のレベルアップを図ります。

・事業構造の改革：新規事業への展開や成長分野の拡充に注力し、新しい拡大・成長路線を目指

します。 

これらの経営諸施策を強力に推進し、包装用フィルム事業の体質強化と産業用機能性フィルム事

業の拡大、新規事業分野への展開の加速を図り、一層の業績向上を目指していく所存であります。

上記の状況を踏まえ、現時点での当期の業績見通しにつきましては、売上高672億円、営業利益54

億円、経常利益50億円、当期純利益29億円を見込んでおります。

(2）財政状態

①　当中間連結会計期間末の資産、負債、純資産の状況

 　 総資産は、前連結会計年度末に比べ22億45百万円増加し、543億6百万円となりました。流動資

産は、売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ22億93百万円増加し、331億61百万円と

なりました。固定資産は、時価の下落による投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末に

比べ48百万円減少し、211億44百万円となりました。

 　 負債は、長期借入金の調達等により、前連結会計年度末に比べ11億86百万円増加し、329億48百

万円となりました。

 　 純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ10億58百万円増加し、213億57

百万円となりました。

 　 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.3ポイント増加し、39.1％となりまし

た。

 

②　当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動による収入は、3億64百万円（前年同期比29億92百万円の収入減少）となりました。こ

の内訳は、税金等調整前中間純利益21億89百万円、減価償却費14億48百万円、仕入債務の増加4億

91百万円、売上債権の増加24億99百万円、法人税等の支払額15億19百万円等であります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　投資活動による支出は、16億39百万円（前年同期比5億4百万円の支出増加）となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出15億76百万円等であります。
 

　　以上により、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計

したフリー・キャッシュ・フローは、12億74百万円の減少となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　財務活動による収入は、16億8百万円（前年同期比34億69百万円の収入増加）となりました。こ

れは、長期借入れによる収入52億円、長期借入金の返済による支出33億80百万円等であります。
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　　以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ、3

億33百万円増加し、18億28百万円となりました。

 

(参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 　

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

平成19年
９月期

自己資本比率（％） 30.2    37.3    39.6     38.8    39.1

時価ベースの自己資本比率（％） 20.7    49.4    94.8     93.9   56.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 4.4 2.3 2.4 1.4 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 11.6 19.2 21.1 29.4 3.9

（注）１. 各指標は、下記算式にていずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

自己資本比率：(純資産－少数株主持分)／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２. 株式時価総額は、(中間)期末株価終値×(中間)期末発行済株式数により算出しております。

３. 営業キャッシュ・フローは、(中間)連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッ

シュ・フローを使用しております。

有利子負債は、(中間)連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。

また、利払いについては、(中間)連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社グループは、

① 業績の安定的継続に基づく安定配当を行うこと

② 長期的な事業発展のための内部留保に留意しつつ、業績向上に応じた利益配分を行うこと

を基本方針としております。

　この基本方針のもと、業績の概況も踏まえ、当期の中間配当金は、1 株あたり6円（対前年同期

比1円増配）といたします。また、当期の配当金は、期末配当金6円とあわせて1株当たり12円を予

定しております。
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２．企業集団の状況

  最近の有価証券報告書（平成19年6月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。

  当該有価証券報告書は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

  http://www.tohcello.co.jp/

（金融庁ＥＤＩＮＥＴホームページ）

　https://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm

 

３．経営方針

　平成19年３月期決算短信（平成19年５月10日開示）により開示を行った内容から重要な変更がない

ため開示を省略しております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

  http://www.tohcello.co.jp/

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19年３月31日)

前連結
会計年
度比

区分 注記
番号

金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

増減
(百万円)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金  1,526  1,828  1,495  333

２　受取手形及び
売掛金 ※6 18,063  22,218  19,718  2,499

３　棚卸資産  8,346  8,548  8,733  △184

４　その他  1,029  696  1,047  △351

　　貸倒引当金  △126  △131  △126  △4

流動資産合計  28,839 57.8 33,161 61.1 30,868 59.3 2,293

Ⅱ　固定資産         

１  有形固定資産 ※1,3        

(1) 建物及び構築物  6,758  6,772  6,771  1

(2) 機械装置及び
運搬具 ※2 8,034  7,373  7,997  △624

(3)その他  2,404  3,205  2,528  677

有形固定資産
合計  17,196  17,352  17,297  54

２  無形固定資産  471  494  453  41

３  投資その他の資産         

(1) 投資有価証券  2,258  2,242  2,352  △110

(2) その他  1,236  1,119  1,152  △33

　　貸倒引当金  △99  △63  △62  △0

投資その他の
資産合計  3,395  3,297  3,442  △144

固定資産合計  21,063 42.2 21,144 38.9 21,192 40.7 △48

資産合計  49,903 100.0 54,306 100.0 52,061 100.0 2,245
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  前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(平成19年３月31日)

前連結
会計年
度比

区分 注記
番号

金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

金額 
(百万円)

構成比
(％)

増減
(百万円)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び
買掛金  ※6 15,899  16,662  16,170  491

２　短期借入金 ※1 4,160  1,481  3,799  △2,317

３　未払法人税等  1,195  775  1,588  △813

４　その他  3,098  3,699  3,911  △212

流動負債合計  24,353 48.8 22,618 41.7 25,470 48.9 △2,852

Ⅱ　固定負債         

１　社債  2,000  2,000  2,000  ―

２　長期借入金 ※1 2,069  5,822  1,685  4,137

３　退職給付引当金  2,331  2,319  2,385  △66

４　役員退職慰労
引当金  147  134  164  △29

５　その他  5  54  56  △2

固定負債合計  6,553 13.1 10,330 19.0 6,292 12.1 4,038

負債合計  30,907 61.9 32,948 60.7 31,762 61.0 1,186

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  3,450 6.9 3,450 6.3 3,450 6.6 ―

２　資本剰余金  2,042 4.1 2,042 3.8 2,042 3.9 ―

３　利益剰余金  12,644 25.3 15,006 27.6 13,883 26.7 1,123

４　自己株式  △5 △0.0 △6 △0.0 △5 △0.0 △0

株主資本合計  18,132 36.3 20,492 37.7 19,370 37.2 1,122

Ⅱ　評価・換算差額等         

　　その他有価証券
評価差額金  769 1.6 758 1.4 827 1.6 △69

評価・換算差額等合計  769 1.6 758 1.4 827 1.6 △69

Ⅲ　少数株主持分  93 0.2 105 0.2 100 0.2 5

純資産合計  18,996 38.1 21,357 39.3 20,298 39.0 1,058

負債純資産合計  49,903 100.0 54,306 100.0 52,061 100.0 2,245
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前中間
連結会
計期間
比

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 注記
番号

金額
(百万円)

百分比
(％)

金額
(百万円)

百分比
(％)

増減
(百万円)

金額
(百万円)

百分比
(％)

Ⅰ　売上高   31,000 100.0  32,469 100.0 1,469  63,194 100.0

Ⅱ　売上原価   24,135 77.9  26,048 80.2 1,913  49,602 78.5

売上総利益   6,864 22.1  6,420 19.8 △444  13,592 21.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費            

１　運賃・荷造保管費  1,347   1,324    2,681   

２　貸倒引当金繰入額  13   5    16   

３　給料諸手当及び　　
福利費  914   933    1,836   

４　退職給付費用  56   98    118   

５　役員退職慰労引当金
 繰入額  21   18    43   

６　研究開発費  550   616    1,137   

７　その他  1,070 3,974 12.8 1,066 4,062 12.5 88 2,155 7,989 12.6

営業利益   2,890 9.3  2,357 7.3 △532  5,602 8.9

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  0   0    7   

２　受取配当金  16   19    27   

３　持分法による投資利益  5   ―    13   

４　試作品等売却益  35   23    46   

５　資産賃貸料  33   28    59   

６　貸倒引当金戻入益  8   1    19   

７　雑収益  20 119 0.4 56 129 0.3 9 58 231 0.3

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  92   90    185   

２　持分法による投資損失  ―   1    ―   

３　棚卸資産処分損  118   119    252   

４　クレーム費用  17   10    32   

５　雑損失  66 295 0.9 75 297 0.9 1 154 624 1.0

経常利益   2,714 8.8  2,189 6.7 △524  5,208 8.2

Ⅵ　特別利益            

１　過年度賃借料受入益  32 32 0.1 ― ― ― △32 32 32 0.1

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産除却損 ※1 16   ―    152   

２　機械装置の臨時償却  1,246 1,262 4.1 ― ― ― △1,262 1,246 1,398 2.2

税金等調整前中間　
(当期)純利益   1,484 4.8  2,189 6.7 704  3,843 6.1

法人税、住民税及び
事業税  1,152   712    2,155   

法人税等調整額  △558 594 1.9 137 850 2.6 255 △622 1,532 2.5

少数株主利益   9 0.1  6 0.0 △3  17 0.0

中間(当期)純利益   880 2.8  1,332 4.1 451  2,293 3.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 11,976 △4 17,465

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当(注)    △174  △174

役員賞与(注)    △38  △38

中間純利益    880  880

自己株式の取得     △1 △1

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) － － 668 △1 667

平成18年9月30日残高 (百万円) 3,450 2,042 12,644 △5 18,132

 評価・換算
 差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成18年3月31日残高 (百万円) 891 84 18,441

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当(注)    △174

役員賞与(注)    △38

中間純利益    880

自己株式の取得    △1

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の変動額（純額）
△121 8 △113

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) △121 8 554

平成18年9月30日残高 (百万円) 769 93 18,996

 (注)平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 当中間連結会計期間(自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 13,883 △5 19,370

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当    △209  △209

中間純利益    1,332  1,332

自己株式の取得     △0 △0

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) ― ― 1,123 △0 1,122

平成19年9月30日残高 (百万円) 3,450 2,042 15,006 △6 20,492

 評価・換算
 差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成19年3月31日残高 (百万円) 827 100 20,298

中間連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当    △209

中間純利益    1,332

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の

中間連結会計期間中の変動額（純額）
△69 5 △63

中間連結会計期間中の変動額合計 (百万円) △69 5 1,058

平成19年9月30日残高 (百万円) 758 105 21,357
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 前連結会計年度(自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 11,976 △4 17,465

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当(注)    △174  △174

剰余金の配当    △174  △174

役員賞与(注)    △38  △38

当期純利益    2,293  2,293

自己株式の取得     △1 △1

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 (百万円) － － 1,906 △1 1,905

平成19年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 13,883 △5 19,370

 評価・換算
 差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

平成18年3月31日残高 (百万円) 891 84 18,441

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当(注)    △174

剰余金の配当    △174

役員賞与(注)    △38

当期純利益    2,293

自己株式の取得    △1

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動額（純額）
△63 15 △48

連結会計年度中の変動額合計 (百万円) △63 15 1,856

平成19年3月31日残高 (百万円) 827 100 20,298

 (注)平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  

 
前中間連結会計期間

 
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

 
当中間連結会計期間

 
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

前中間連結
会計期間比

前連結会計年度
要約連結キャッシュ・
フロー計算書
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分 注記
番号

金額
(百万円)

金額
(百万円)

増減
(百万円)

金額
(百万円)

Ⅰ　営業活動による
　　キャッシュ・フロー      

１　税金等調整前中間(当期)純
　　利益  1,484 2,189 704 3,843

２　減価償却費  1,428 1,448 20 2,947

３　機械装置の臨時償却  1,246 ― △1,246 1,246

４　貸倒引当金の増減額
(△:減少)　　　　

 0 5 5 △36

５　退職給付引当金の増減額
(△:減少)  55 △66 △121 109

６　前払年金費用の増減額
(△:増加)  △18 △13 5 △36

７　役員退職慰労引当金の増減
　　額(△:減少)  13 △29 △43 30

８　受取利息及び受取配当金  △16 △19 △2 △34

９　支払利息  92 90 △1 185

10　持分法による投資損益 　
(△:利益)  △5 1 6 △13

11　有形固定資産除却損  17 3 △13 192

12　売上債権の増減額
 (△:増加)  △3,956 △2,499 1,456 △5,611

13　棚卸資産の増減額
 (△:増加)  △365 184 550 △753

14　仕入債務の増減額　　
 (△:減少)  4,139 491 △3,648 4,411

15　未払消費税等の増減額 
(△:減少)  119 △125 △245 237

16　役員賞与の支払額  △38 ― 38 △38

17　過年度賃借料受入益  △32 ― 32 △32

18　その他  △3 297 301 372

小計  4,159 1,957 △2,202 7,017

19　利息及び配当金の受取額  17 19 1 38

20　過年度賃借料受取額  32 ― △32 32

21　利息の支払額  △92 △92 0 △188

22　法人税等の支払額  △760 △1,519 △759 △1,352

  営業活動による
  キャッシュ・フロー  3,356 364 △2,992 5,547
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前中間連結会計期間

 
(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

 
当中間連結会計期間

 
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

前中間連結
会計期間比

前連結会計年度
要約連結キャッシュ・
フロー計算書
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分 注記
番号

金額
(百万円)

金額
(百万円)

増減
(百万円)

金額
(百万円)

Ⅱ　投資活動による
　　キャッシュ・フロー

 
     

１　有形固定資産の取得による
　　支出  △1,025 △1,576 △550 △2,304

２　投資有価証券の取得による
　　支出  △1 △1 △0 △2

３　貸付金の回収による収入  ― 16 16 ―

４　その他投資活動による支出  △108 △81 26 △130

５　その他投資活動による収入  ― 3 3 0

  投資活動による
  キャッシュ・フロー  △1,135 △1,639 △504 △2,436

Ⅲ  財務活動による
　  キャッシュ・フロー      

１　コマーシャル・ペーパーの
　　増減額(△:減少)  △1,200 ― 1,200 △1,200

２　長期借入れによる収入  ― 5,200 5,200 ―

３　長期借入金の返済による支
　　出  △483 △3,380 △2,896 △1,228

４　自己株式の取得による支出  △1 △0 0 △1

５　配当金の支払額  △174 △209 △34 △348

６　少数株主への配当金の支払
　　額  △1 △1 ― △2

  財務活動による
  キャッシュ・フロー  △1,860 1,608 3,469 △2,781

Ⅳ  現金及び現金同等物の増減額
(△:減少)  360 333 △27 329

Ⅴ  現金及び現金同等物の期首残
　　高  1,165 1,495 329 1,165

Ⅵ  現金及び現金同等物の中間期
　　末(期末)残高 ※1 1,526 1,828 302 1,495
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1)　連結子会社の数　　　４社

連結子会社：

四国トーセロ株式会社

トーセロパックス株式会社

トーセロ・ロジスティクス株式会社

トーセロスリッター株式会社

１ 連結の範囲に関する事項

(1)　連結子会社の数　　　４社

連結子会社：

四国トーセロ株式会社

トーセロパックス株式会社

トーセロ・ロジスティクス株式会社

トーセロスリッター株式会社

１ 連結の範囲に関する事項

(1)　連結子会社の数　　　　４社

連結子会社：

四国トーセロ株式会社

トーセロパックス株式会社

トーセロ・ロジスティクス株式会社

トーセロスリッター株式会社

(追加情報)

    前連結会計年度において連結子会

社であった徳島トーセロフィルム㈱

は平成18年4月1日に連結子会社の四

国トーセロ㈱と合併し、解散してお

ります。

 

 

(追加情報)

    前連結会計年度において連結子会

社であった徳島トーセロフィルム㈱

は平成18年4月1日に連結子会社の四

国トーセロ㈱と合併し、解散してお

ります。

(2)　非連結子会社：

新トーセロ産業株式会社

四セロ産業株式会社

　  上記２社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、中

間純損益及び利益剰余金等は、い

ずれも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないため、連結

の範囲から除いております。

 (追加情報)

　  邦セロ産業㈱は平成18年４月１

日に四セロ産業㈱に商号変更して

おります。

(2)　非連結子会社：

新トーセロ産業株式会社

四セロ産業株式会社

同左

 

 

(2)　非連結子会社：

 新トーセロ産業株式会社

          四セロ産業株式会社

    上記２社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範

囲から除いております。

(追加情報)

　  前連結会計年度において非連結

子会社であった邦セロ産業㈱は、

平成18年4月1日に四セロ産業㈱に

商号変更しております。

２ 持分法の適用に関する事項

(1)　持分法適用の非連結子会社数

２社

会社名：

新トーセロ産業株式会社

四セロ産業株式会社

２ 持分法の適用に関する事項

(1)　持分法適用の非連結子会社数

２社

会社名：

新トーセロ産業株式会社

四セロ産業株式会社

２ 持分法の適用に関する事項

(1)　持分法適用の非連結子会社数

２社

会社名：

新トーセロ産業株式会社

四セロ産業株式会社

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　   連結子会社の中間決算日は中間

連結決算日と一致しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する

事項

　  連結子会社の事業年度は、連結決

算日と一致しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事項

(1)  重要な資産の評価基準及び評価

方法

４ 会計処理基準に関する事項

(1)  重要な資産の評価基準及び評価

方法

４ 会計処理基準に関する事項

(1)  重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券：

その他有価証券

時価のあるもの

  中間決算日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定)

①有価証券：

その他有価証券

時価のあるもの

　同左

 

①有価証券：

その他有価証券

時価のあるもの

  決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算

定)

時価のないもの

 移動平均法による原価

法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②棚卸資産：移動平均法による

原価法

 

②棚卸資産：同左 ②棚卸資産：同左

(2)  重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

　定額法によっております。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物及び構築物

３年～50年

機械装置及び運搬具

４年～15年

(2)  重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

    同左

 

(2)  重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

    同左

 

②無形固定資産

　定額法によっております。な

お、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法を

採用しております。

②無形固定資産

   同左

②無形固定資産

    同左

(3)  重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。

(3)  重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

   同左

(3)  重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

    同左
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前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

②退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理をしており

ます。

　数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法によりそ

れぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしており

ます。

②退職給付引当金

    同左

②退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

 過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(10年)による定

額法により費用処理をしており

ます。

 数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法によりそ

れぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしており

ます。

③役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当中間

連結会計期間末要支給額を計上

しております。

③役員退職慰労引当金

    同左

③役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規に基づく当連結

会計年度末要支給額を計上して

おります。

(4)　重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理に

よっております。

(4)　重要なリース取引の処理方法

同左

(4)　重要なリース取引の処理方法

同左

(5)　重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例

処理を採用しております。

(5)　重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

(5)　重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ 長期借入金

同左 同左

③ヘッジ方針

　金利スワップについては、長

期借入金の支払利息を固定化す

るために行っております。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左
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前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

④ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについてはヘッ

ジ手段とヘッジ対象の重要な条

件が同一であり、かつ、ヘッジ

開始時及びその後も継続して

キャッシュ・フロー変動を完全

に相殺するものと想定すること

ができるため、ヘッジ有効性の

判定は省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6)　その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

②中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額

―――――

(6)　その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理 

同左

②中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額

 当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額は、

当連結会計年度において予定し

ている圧縮積立金の積立及び取

崩を前提として、当中間連結会

計期間に係る金額を計算してお

ります。

(6)　その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

①消費税等の会計処理 

同左

②　　　―――――

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金

同等物)は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号　平

成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は18,902百万円でありま

す。

  なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間末に

おける中間連結貸借対照表の「純資

産の部」については、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成してお

ります。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適

用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は20,198百万円でありま

す。

  なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度末における連

結貸借対照表の「純資産の部」につ

いては、改正後の連結財務諸表規則

により作成しております。

（企業結合会計に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会　平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号）並びに「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

準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。

――――― （企業結合会計に係る会計基準）

　当連結会計年度より「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会　

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第７号）並びに「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」（企業会計基準委

員会　平成17年12月27日　企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。

――――― （有形固定資産の減価償却の方法）

  当中間連結会計期間より、平成19

年4月1日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に

基づき、残存価額を零として備忘価

額1円まで償却する方法にしておりま

す。

　なお、この変更による営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利

益に与える影響は軽微であります。

  また、セグメント情報に与える影

響は軽微であります。

―――――
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（機械装置の残存価額の変更）

  当中間連結会計期間より機械装置

の残存価額を実質的残存価額（備忘

価額１円）へ変更しました。これは、

機械装置の耐用年数経過後の処分可

能価額は概ね零であり、また実際に

処分する場合には費用を要する現状

を踏まえたものであります。

　これに伴い減価償却費を52百万円

追加計上するとともに、過年度分に

ついては、特別損失(機械装置の臨

時償却)に1,246百万円計上致しまし

た。

　この結果、営業利益及び経常利益

は45百万円、税金等調整前中間純利

益は1,291百万円それぞれ減少して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。

――――― （機械装置の残存価額の変更）

  当連結会計年度より機械装置の残

存価額を実質的残存価額（備忘価額

１円）へ変更しました。これは、機

械装置の耐用年数経過後の処分可能

価額は概ね零であり、また実際に処

分する場合には費用を要する現状を

踏まえたものであります。

　これに伴い減価償却費を104百万

円追加計上するとともに、過年度分

については、特別損失(機械装置の

臨時償却)に1,246百万円計上致しま

した。

　この結果、営業利益及び経常利益

は104百万円、税金等調整前当期純

利益は1,350百万円それぞれ減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。

――――― （有形固定資産の減価償却の方法）

　　当中間連結会計期間より、平成19

年3月31日以前に取得した有形固定

資産（機械装置を除く）については、

改正後の法人税法に基づき、取得価

額の5％相当額に到達した翌連結会

計年度より、取得価額の5％相当額

と備忘価額1円の差額を５年間で均

等償却する方法にしております。

　なお、この変更による営業利益、

経常利益及び税金等調整前中間純利

益に与える影響は軽微であります。

 　　　　　―――――
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりです。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりです。

※１　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりです。

建物及び

構築物
185百万円

機械装置及び

運搬具
51百万円

その他 6百万円

計 243百万円

建物及び

構築物
   173百万円

機械装置及び

運搬具
  42百万円

その他  4百万円

計    220百万円

建物及び

構築物
   179百万円

機械装置及び

運搬具
48百万円

その他  5百万円

計    233百万円

担保付債務は次のとおりです。

長期借入金(１年以内返済を

含む)

95百万円

担保付債務は次のとおりです。

長期借入金(１年以内返済を

含む)

  85百万円

担保付債務は次のとおりです。

長期借入金(１年以内返済を

含む)

   90百万円

※２　徳島県補助金交付規則にもとづ

く企業立地促進補助金により取

得価額より直接控除した圧縮額

※２　徳島県補助金交付規則にもとづ

く企業立地促進補助金により取

得価額より直接控除した圧縮額

※２　徳島県補助金交付規則にもとづ

く企業立地促進補助金により取

得価額より直接控除した圧縮額

機械装置及び

運搬具
185百万円

機械装置及び

運搬具
   185百万円

機械装置及び

運搬具
   185百万円

※３　減価償却累計額

42,186百万円

※３　減価償却累計額

      44,416百万円

※３　減価償却累計額

      43,269百万円

　４　偶発債務

(保証債務)

　４　偶発債務

(保証債務)

　４　偶発債務

(保証債務)

 　　　従業員(住宅資金等)　28百万円  従業員(住宅資金等)　22百万円  　　　従業員(住宅資金等)　25百万円

　５　輸出為替手形割引高

4百万円

　５　輸出為替手形割引高

 8百万円

　５　         ―――――

 

※６　中間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、当中間連結会計

期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が中間連結会

計期間末日残高に含まれており

ます。

受取手形 190百万円

支払手形 8百万円

※６　中間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、当中間連結会計

期間の末日は金融機関の休日で

あったため、次の中間連結会計

期間末日満期手形が中間連結会

計期間末日残高に含まれており

ます。

受取手形    180百万円

支払手形  7百万円

※６  当連結会計年度末日満期手形の

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、当連結会計年度の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の連結会計年度末日満

期手形が当連結会計年度末日残

高に含まれております。     

 

受取手形    191百万円

支払手形  8百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　固定資産除却損の内訳は下記の

とおりです。

※１　　　　――――― ※１　固定資産除却損の内訳は下記の

とおりです。

機械装置及び

運搬具
16百万円

計 16百万円

機械装置及び

運搬具
  152百万円

計   152百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

　1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末

株式数（株） 

発行済株式

普通株式 34,900,000 ― ― 34,900,000

自己株式

普通株式 9,283 800 ― 10,083

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加800株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

2.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

平成18年6月29日

 定時株主総会
普通株式 174 5 平成18年3月31日 平成18年6月30日

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

 配当額(円)
基準日 効力発生日

平成18年11月8日

 取締役会
普通株式 174 利益剰余金 5 平成18年9月30日 平成18年12月6日
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当中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

　1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末

株式数（株） 

発行済株式

普通株式 34,900,000 ― ― 34,900,000

自己株式

普通株式 10,383 500 ― 10,883

(注)自己株式数の増加500株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2.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

平成19年6月28日

 定時株主総会
普通株式 209 6 平成19年3月31日 平成19年6月29日

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

 配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年11月6日

 取締役会
普通株式 209 利益剰余金 6 平成19年9月30日 平成19年12月5日

前連結会計年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

　1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株） 

当連結会計年度

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式

普通株式 34,900,000 ― ― 34,900,000

自己株式

普通株式 9,283 1,100 ― 10,383

(注)自己株式数の増加1,100株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

2.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

平成18年6月29日

 定時株主総会
普通株式 174 5 平成18年3月31日 平成18年6月30日

平成18年11月8日

 取締役会
普通株式 174 5 平成18年9月30日 平成18年12月6日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 次のとおり、決議しております。

(決議) 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

 配当額(円)
基準日 効力発生日

平成19年6月28日

 定時株主総会
普通株式 209 利益剰余金 6 平成19年3月31日 平成19年6月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１　現金及び現金同等物の期末残高

と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18年９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

現金及び

預金勘定
1,526百万円

現金及び現金

同等物
1,526百万円

現金及び

預金勘定
1,828百万円

現金及び現金

同等物
1,828百万円

現金及び

預金勘定
  1,495百万円

現金及び現金

同等物
  1,495百万円
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（セグメント情報）

１　事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

 
包装用

フィルム事業
(百万円)

産業用機能性
フィルム事業
(百万円)

合計
(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
24,451 6,549 31,000 ― 31,000

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
3 ― 3 (3) ―

計 24,454 6,549 31,003 (3) 31,000

営業費用 23,284 4,828 28,112 (3) 28,109

営業利益 1,169 1,720 2,890 ― 2,890

　（注）１　事業区分は製品の使用目的の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な製品

(1)　包装用フィルム事業…………ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルム、蒸着フィルム、ビニロン

フィルム等

(2)　産業用機能性フィルム事業…シリコーンコートフィルム、TPXフィルム、プロテクトフィルム、熱接着性

フィルム、生分解性フィルム等

 ３　全ての営業費用は各セグメントに配賦されているため配賦不能営業費用はありません。

４　追加情報に記載のとおり、当中間連結会計期間より機械装置の残存価額を実質的残存価額へ変更しました。

これに伴い包装用フィルム事業において40百万円、産業用機能性フィルム事業において５百万円の営業費用

が増加し、営業利益は同額減少しています。

当中間連結会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

 
包装用

フィルム事業
(百万円)

産業用機能性
フィルム事業
(百万円)

合計
(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
25,227 7,242 32,469 ― 32,469

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
4 ― 4 (4) ―

計 25,231 7,242 32,473 (4) 32,469

営業費用 24,680 5,435 30,115 (4) 30,111

営業利益 550 1,806 2,357 ― 2,357

　（注）１　事業区分は製品の使用目的の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な製品

(1)　包装用フィルム事業…………ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルム、蒸着フィルム、ビニロン

フィルム等

(2)　産業用機能性フィルム事業…シリコーンコートフィルム、TPXフィルム、プロテクトフィルム、熱接着性

フィルム、生分解性フィルム等

 ３　全ての営業費用は各セグメントに配賦されているため配賦不能営業費用はありません。
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前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 
包装用

フィルム事業
(百万円)

産業用機能性
フィルム事業
(百万円)

合計

 (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
49,450 13,744 63,194 ― 63,194

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
6 ― 6 (6) ―

計 49,456 13,744 63,200 (6) 63,194

営業費用 47,526 10,071 57,598 (6) 57,592

営業利益 1,929 3,672 5,602 ― 5,602

　（注）１　事業区分は製品の使用目的の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業の主な製品

(1)　包装用フィルム事業…………ポリプロピレンフィルム、ポリエチレンフィルム、蒸着フィルム、ビニロン

フィルム等

(2)　産業用機能性フィルム事業…シリコーンコートフィルム、TPXフィルム、プロテクトフィルム、熱接着性

フィルム、生分解性フィルム等

 ３　全ての営業費用は各セグメントに配賦されているため配賦不能営業費用はありません。

４　追加情報に記載のとおり、当連結会計年度より機械装置の残存価額を実質的残存価額へ変更しました。これ

に伴い包装用フィルム事業において92百万円、産業用機能性フィルム事業において11百万円の営業費用が増

加し、営業利益は同額減少しています。なお、上記の表における減価償却費には特別損失に計上した機械装

置の臨時償却は含まれておりません。

２　所在地別セグメント情報

 [
 

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

] 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 前連結会計年度　　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

　提出会社及び連結子会社は日本国内に所在しているので、該当ありません。

３　海外売上高

 [
 

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

] 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 前連結会計年度　　（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

　海外売上高は連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 541.77円

１株当たり中間純利益 25.25円

１株当たり純資産額 609.12円

１株当たり中間純利益 38.19円

１株当たり純資産額  578.92円

１株当たり当期純利益 65.74円

　（注)１　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

       ２　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額　　　　　　 (百万円) 18,996 21,357 20,298

純資産の部の合計額から控除する金

額
(百万円) 93 105 100

（うち少数株主持分）  (93) (105) (100)

普通株式に係る中間期末(期末)の

純資産額
(百万円) 18,902 21,251 20,198

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた中間期末(期末)の普通株式の数
(千株) 34,889 34,889 34,889

　　　 ３　１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間(当期)純利益             (百万円) 880 1,332 2,293

普通株式に係る中間(当期)純利益 (百万円) 880 1,332 2,293

普通株式の期中平均株式数 (千株) 34,890 34,889 34,890

 

 

（開示の省略）

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略しております。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

 前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)
前事業年度比

区分 金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

増減
(百万円)

(資産の部)        

Ⅰ　流動資産        

１ 現金及び預金 1,078  1,409  1,035  373

２ 受取手形 2,774  5,274  3,526  1,748

３ 売掛金 15,074  16,685  15,998  686

４ 棚卸資産 7,660  7,803  7,998  △194

５ その他 1,545  804  1,168  △363

貸倒引当金 △128  △127  △122  △4

流動資産合計 28,004 60.9 31,850 63.3 29,604 61.8 2,245

Ⅱ　固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物 4,887  4,938  4,906  31

(2) 機械装置 5,728  5,478  5,870  △392

(3) その他 2,762  3,532  2,972  559

有形固定資産
合計 13,378  13,949  13,750  199

２ 無形固定資産 419  459  411  48

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 2,225  3,116  3,224  △108

(2) その他 2,007  978  993  △15

貸倒引当金 △82  △63  △62  △1

投資その他の
資産合計 4,151  4,031  4,156  △125

固定資産合計 17,949 39.1 18,440 36.7 18,318 38.2 122

資産合計 45,953 100.0 50,290 100.0 47,922 100.0 2,367
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 前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度
要約貸借対照表

(平成19年３月31日)
前事業年度比

区分 金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

構成比
(％)

増減
(百万円)

(負債の部)        

Ⅰ　流動負債        

１ 買掛金 15,553  15,857  15,366  491

２ 短期借入金 3,275  912  3,225  △2,312

３ 未払金 1,216  1,589  1,870  △280

４ 未払法人税等 1,141  657  1,478  △821

５ その他 2,239  2,289  2,283  5

流動負債合計 23,426 51.0 21,306 42.4 24,223 50.6 △2,916

Ⅱ　固定負債        

１ 社債 2,000  2,000  2,000  －

２ 長期借入金 261  4,549  149  4,400

３ 退職給付引当金 1,857  1,903  1,903  △0

４ 役員退職慰労引当金 147  134  164  △29

５ その他 1  51  52  △1

固定負債合計 4,267 9.3 8,637 17.1 4,269 8.9 4,368

負債合計 27,693 60.3 29,944 59.5 28,493 59.5 1,451

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本        

　１　資本金 3,450 7.5 3,450 6.9 3,450 7.2 －

　２　資本剰余金        

資本準備金 2,042  2,042  2,042  －

 　資本剰余金合計 2,042 4.4 2,042 4.1 2,042 4.3 －

  ３　利益剰余金        

  　(1)利益準備金 412  412  412  －

 　 (2)その他利益剰余金        

配当引当積立金 220  220  220  －

圧縮積立金 846  771  771  －

別途積立金 9,210  11,010  9,210  1,800

繰越利益剰余金 1,313  1,685  2,499  △813

 　利益剰余金合計 12,002 26.1 14,099 28.0 13,113 27.3 986

  ４　自己株式 △5 △0.0 △6 △0.0 △5 △0.0 △0

 　　株主資本合計 17,489 38.0 19,586 39.0 18,600 38.8 985

Ⅱ　評価・換算差額等        

  　その他有価証券評価差額金 770 1.7 759 1.5 828 1.7 △68

評価・換算差額等合計 770 1.7 759 1.5 828 1.7 △68

純資産合計 18,259 39.7 20,345 40.5 19,429 40.5 916

負債純資産合計 45,953 100.0 50,290 100.0 47,922 100.0 2,367
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(2) 中間損益計算書

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前中間会計
期間比

前事業年度
要約損益計算書

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

区分 金額
(百万円)

百分比
(％)

金額
(百万円)

百分比
(％)

増減
(百万円)

金額
(百万円)

百分比
(％)

Ⅰ 売上高 30,203 100.0 31,662 100.0 1,458 61,615 100.0

Ⅱ 売上原価 23,845 79.0 25,863 81.7 2,018 49,085 79.7

売上総利益 6,357 21.0 5,798 18.3 △559 12,529 20.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,688 12.2 3,796 12.0 107 7,435 12.0

営業利益 2,669 8.8 2,002 6.3 △666 5,093 8.3

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息 2  4   7  

２ 受取配当金 42  63   75  

３ 雑収益 152  124   269  

営業外収益計 197 0.7 192 0.6 △5 352 0.6

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息 69  77   145  

２ 雑損失 211  206   446  

営業外費用計 281 0.9 283 0.9 2 591 1.0

経常利益 2,586 8.6 1,910 6.0 △675 4,854 7.9

Ⅵ 特別利益        

１ 過年度賃借料受入益 32  ―   32  

特別利益計 32 0.1 ― ― △32 32 0.1

Ⅶ 特別損失        

１ 固定資産除却損 16  ―   151  

２ 機械装置の臨時償却 1,180  ―   1,180  

特別損失計 1,196 4.0 ― ― △1,196 1,331 2.2

税引前中間(当期)
純利益 1,422 4.7 1,910 6.0 487 3,556 5.8

法人税、住民税
及び事業税 1,109 3.6 597 1.9 △511 2,001 3.3

法人税等調整額 △547 △1.8 117 0.3 665 △592 △1.0

中間(当期)純利益 861 2.9 1,195 3.8 334 2,146 3.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本

 剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本

 合計
資本

 準備金

利益

 準備金

その他利益剰余金 利益

 剰余金

 合計
配当引当

 積立金

圧縮

 積立金

別途

 積立金

繰越利益

 剰余金

平成18年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 412 220 920 8,210 1,590 11,353 △4 16,842

中間会計期間中の変動額  

圧縮積立金の取崩(注)      △74  74 －  －

別途積立金の積立(注)       1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当(注)        △174 △174  △174

役員賞与(注)        △38 △38  △38

中間純利益        861 861  861

自己株式の取得          △1 △1

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額

合計
(百万円) － － － － △74 1,000 △276 648 △1 647

平成18年9月30日残高 (百万円) 3,450 2,042 412 220 846 9,210 1,313 12,002 △5 17,489

評価・換算

 差額等

純資産

 合計その他有
価証券評
価差額金

平成18年3月31日残高 (百万円) 891 17,734

中間会計期間中の変動額  

圧縮積立金の取崩(注)   －

別途積立金の積立(注)   －

剰余金の配当(注)   △174

役員賞与(注)   △38

中間純利益   861

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純額）
△121 △121

中間会計期間中の変動額

合計
(百万円) △121 525

平成18年9月30日残高 (百万円) 770 18,259

 (注)平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本

 剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本

 合計
資本

 準備金

利益

 準備金

その他利益剰余金 利益

 剰余金

 合計
配当引当

 積立金

圧縮

 積立金

別途

 積立金

繰越利益

 剰余金

平成19年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 412 220 771 9,210 2,499 13,113 △5 18,600

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立       1,800 △1,800 ―  ―

剰余金の配当        △209 △209  △209

中間純利益        1,195 1,195  1,195

自己株式の取得          △0 △0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額

合計
(百万円) ― ― ― ― ― 1,800 △813 986 △0 985

平成19年9月30日残高 (百万円) 3,450 2,042 412 220 771 11,010 1,685 14,099 △6 19,586

評価・換算

 差額等

純資産

 合計その他有
価証券評
価差額金

平成19年3月31日残高 (百万円) 828 19,429

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の積立   ―

剰余金の配当   △209

中間純利益   1,195

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動額（純額）
△68 △68

中間会計期間中の変動額

合計
(百万円) △68 916

平成19年9月30日残高 (百万円) 759 20,345
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前事業年度（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　

株主資本

資本金

資本

 剰余金
利益剰余金

自己株式
株主資本

 合計
資本

 準備金

利益

 準備金

その他利益剰余金 利益

 剰余金

 合計
配当引当

 積立金

圧縮

 積立金

別途

 積立金

繰越利益

 剰余金

平成18年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 412 220 920 8,210 1,590 11,353 △4 16,842

事業年度中の変動額  

圧縮積立金の取崩(注)      △74  74 ―  ―

圧縮積立金の取崩      △74  74 ―  ―

別途積立金の積立(注)       1,000 △1,000 ―  ―

剰余金の配当(注)        △174 △174  △174

剰余金の配当        △174 △174  △174

役員賞与(注)        △38 △38  △38

当期純利益        2,146 2,146  2,146

自己株式の取得          △1 △1

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）
          

事業年度中の変動額合計 (百万円) ― ― ― ― △149 1,000 908 1,759 △1 1,758

平成19年3月31日残高 (百万円) 3,450 2,042 412 220 771 9,210 2,499 13,113 △5 18,600

評価・換算

 差額等

純資産

 合計その他有
価証券評
価差額金

平成18年3月31日残高 (百万円) 891 17,734

事業年度中の変動額  

圧縮積立金の取崩(注)   ―

圧縮積立金の取崩   ―

別途積立金の積立(注)   ―

剰余金の配当(注)   △174

剰余金の配当   △174

役員賞与(注)   △38

当期純利益   2,146

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額（純額）
△63 △63

事業年度中の変動額合計 (百万円) △63 1,694

平成19年3月31日残高 (百万円) 828 19,429

 (注)平成18年6月29日の定時株主総会における利益処分項目であります。
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（参考資料）

東セロ株式会社

平成18年 平成19年
9月中間期 9月中間期

Ⅰ．損益

包 装 用 ﾌ ｨ ﾙ ﾑ 事 業 百万円 24,451 25,227 776 3.2 52,200

産業用機能性ﾌｨﾙﾑ事業 百万円 6,549 7,242 693 10.6 15,000

　合計 百万円 31,000 32,469 1,469 4.7 67,200

包 装 用 ﾌ ｨ ﾙ ﾑ 事 業 百万円 1,169 550 △ 618 △ 52.9 1,700

産業用機能性ﾌｨﾙﾑ事業 百万円 1,720 1,806 86 5.0 3,700

　合計 百万円 2,890 2,357 △ 532 △ 18.4 5,400

３． 経常利益 百万円 2,714 2,189 △ 524 △ 19.3 5,000

４． 中間(当期)純利益 百万円 880 1,332 451 51.2 2,900

Ⅱ．財政状態およびキャッシュ・フロー

１． 総資産 百万円 49,903 54,306 4,403 8.8 55,700

２． 純資産 百万円 18,996 21,357 2,361 12.4 22,400

３． 有利子負債 百万円 8,379 9,454 1,074 12.8 10,500

４． フリー・キャッシュ・フロー 百万円 2,221 △ 1,274 △ 3,496 △ 157.4 △ 2,400

Ⅲ．財務比率

包 装 用 ﾌ ｨ ﾙ ﾑ 事 業 ％ 4.8 2.2 △ 2.6 -          3.3

産業用機能性ﾌｨﾙﾑ事業 ％ 26.3 25.0 △ 1.3 -          24.7

　合計 ％ 9.3 7.3 △ 2.0 -          8.0

２． 売上高経常利益率 ％ 8.8 6.7 △ 2.1 -          7.4

３． 総資産経常利益率 ％ 11.3 8.2 △ 3.1 -          9.3

４． Ｄ／Ｅレシオ 倍 0.44 0.44 -          -          0.47

５． 自己資本比率 ％ 37.9 39.1 1.2 -          40.0

Ⅳ．1株当たり指標および配当

１． 1株当たり中間(当期)純利益 円 25.25 38.19 12.94 51.2 83.12

２． 1株当たり純資産 円 541.77 609.12 67.35 12.4 642.03

３． 1株当たり中間(年間)配当金 円 5.00 6.00 1.00 20.0 12.00

４． 配当性向(連結) ％ 19.8 15.7 △ 4.1 -          14.4

Ⅴ．その他

１． 研究開発費 百万円 550 616 65 11.9 1,300

２． 減価償却費(注) 百万円 2,674 1,448 △ 1,226 △ 45.8 3,000

３． 設備投資額 百万円 1,289 1,548 258 20.0 6,700

４． 期末人員(除く 臨時雇用者　) 人 811 845 34 -          889

(注)うち機械装置の残存価額変更による計上分 1,299 ― △ 1,299 ― ―

２．

１．

単位

平成２０年３月期　中間決算短信（連結）  補足資料

平成20年
3月期

業績予想

売上高
営業利益率

１．

増減率
（％）

増減
（額・ﾎﾟｲﾝﾄ）

売上高

営業利益

項        目


