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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 20,458 ― 177 ― 24 ― 197 ―

20年3月期第1四半期 20,150 △6.0 29 △91.6 15 △94.8 94 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 5.41 ―

20年3月期第1四半期 2.60 ―

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

21年3月期第1四半期 83,905 24,745 27.0 621.27
20年3月期 83,118 25,143 27.6 630.09

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,665百万円 20年3月期  22,998百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 90,000 2.2 2,000 36.9 1,200 △10.7 600 △18.1 16.45

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  37,182,500株 20年3月期  37,182,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  700,288株 20年3月期  698,598株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  36,483,225株 20年3月期第1四半期  36,489,555株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 
 当第１四半期連結会計期間における合成樹脂加工業界は、原油価格高騰を背景とした主原料である合成樹脂価格の

度重なる値上げが続く一方で、公共投資や住宅着工が引き続き低調であり、大変厳しい経営環境となりました。 

 このような状況下で当社グループは、農業用被覆材の張替え更新需要と価格改定前の仮需が重なったことを主要因

として売上高は204億５千８百万円と前年同期比３億７百万円（1.5%）の増収となりました。利益面では農業用資材

の増収に加えて、ナノテックや土木産業資材の収益改善、並びに前期実施した事業の選択と集中の効果が現れたこと

などの要因により、営業利益が１億７千７百万円と同１億４千７百万円の増益となりましたが、経常利益は持分法投

資損益の悪化により２千４百万円と同８百万円の増益にとどまり、当期純利益は法人税等調整額の改善により１億９

千７百万円と同１億３百万円の増益となりました。 

 以下、セグメント別にご報告申し上げます。 

  

［建装用資材］ 

 売上高は、32億５千万円と前年同期比１億８千３百万円（5.3%）の減収となりました。 

 営業利益は、９千８百万円と前年同期並みとなりました。 

 昨年後半以降に顕著となった改正建築基準法施行の影響による住宅着工件数減少を主要因として国内売上が伸びな

かったことにより減収となりましたが、一部商品の値上げが進んだことにより営業利益は前年同期並みとなりまし

た。  

  

［農業・土木用資材］ 

 売上高は、68億２百万円と前年同期比５億９千７百万円（9.6%）の増収となりました。営業損失は、１億６千５百

万円と前年同期比９千７百万円の改善となりました。 

 主力の農業用被覆材で張替え更新需要と価格改定前の仮需が重なったことに加え、土木用資材の収益改善が進んだ

ことにより改善しました。  

  

［包装用フィルム］ 

 売上高は、62億２千８百万円と前年同期比２億８千３百万円（4.3%）の減収となりました。 

 営業利益は、２億７千９百万円と前年同期比１億７千４百万円の減益となりました。 

 包装用収縮フィルムは米国子会社での塩ビ製品の売上高減少とそれに因る設備稼働率の低下を主要因として減収減

益となりました。オレフィン系包装用フィルムは売上高は前期並みとなったものの、原料価格値上がりによるコスト

上昇分の製品価格転嫁の遅れにより減益となりました。 

  

［工業用品・開発・他］ 

 当セグメントの当社及び連結子会社の事業は、子会社アサヒゴム㈱が製造販売する「自動車部品」、マイクロモー

タや磁性材を主力とする「電子部品」、及び金属酸化物超微粒子ナノテックやＬＥＤなどの開発商品を含んでおりま

す。 

 売上高は、自動車部品において新型車向けの需要増や採算割れ商品の一部価格改定が進んだこと、及びマイクロモ

ータが好調な需要により伸長したことにより、41億７千８百万円と前年同期比１億７千６百万円（4.4%）の増収とな

りました。損益面では、ＬＥＤの開発費用負担が先行したこともあり３千５百万円の営業損失となりましたが、ナノ

テックが生産調整を行った前年同期と比較して利益改善したことや前期末に実行した事業の整理効果もあり、前年同

期比で２億２千４百万円の改善となりました。  

  

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 なお、当社は連結売上高の合計に占める本邦の割合が90%超であったため所在地別セグメント情報を従来未開示と

しており、今年度からの開示となるため前年同期比較は省略させていただきます。  

［日本］ 

 売上高は189億４千２百万円となりました。利益面では、５千万円の営業利益となりました。 

［北米］ 

 売上高は15億６千１百万円となりました。利益面では、１億２千万円の営業利益となりました。 

［欧州］ 

 売上高は７億２千４百万円となりました。利益面では、昨年度設立した建装資材の欧州生産子会社の開業前の先行

費用負担により、１千８百万円の営業損失となりました。  

［その他］ 

 売上高は３億７千９百万円となりました。利益面では、２千５百万円の営業利益となりました。  

  

  

-2-

シーアイ化成㈱　（7909）　平成21年３月期　第１四半期決算短信



２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第１四半期末の財政状態は、資産合計839億５百万円、負債合計591億６千万円、純資産合計が247億４千５百万

円となりました。この結果、自己資本比率は27.0％となりました。 

 当第１四半期における現金及び現金同等物の残高はたな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出等により、

前連結会計年度末に比べ１億３千４百万円減少し、23億５千２百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億８千７百万円の収入となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益２千８百万円、減価償却費７億７百万円、売上債権の減少額８億６千５百

万円、たな卸資産の増加額16億２千５百万円、仕入債務の増加額８億８千３百万円等によるものであります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は18億７千６百万円の支出となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出11億８千６百万円、のれんの取得による支出３億５千万円等によるも

のであります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は16億１千８百万円の収入となりました。 

 これは主に、短期借入金の純増加額12億３千２百万円、長期借入れによる収入17億円、長期借入金の返済による支

出11億６百万円等によるものであります。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当社グループが属する合成樹脂加工業界は、需要面では今後も国内公共投資や個人消費の伸び悩みが続くことが予

想され、また供給面では原油価格の高騰を背景とした原料の合成樹脂価格の大幅値上げが今後も続く懸念要因がある

ことから、厳しい経営環境が続くと予想されます。 

 そのような状況下で当社グループは、製造コスト上昇分の売価転嫁を進めるとともに、国内市場では生産・販売・

物流といったトータルコストダウンを実行して収益改善に務めつつ、グローバリゼーションを一層進め海外マーケッ

トへの販売拡大に力を入れてまいります。 

 以上を実行することにより、平成20年５月21日に公表しました通期業績予想数値は変更いたしません。  

  

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） 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

簡便な会計処理 

一部の連結子会社は、固定資産の減価償却費の算定にあたり、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分

する方法を採用しております。 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

1. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

2. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度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た会計処理を引き続き採用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

（追加情報） 

平成20年度の法人税法改正による法定耐用年数の短縮に伴い、主として機械装置及び運搬具について、当第１

四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,364 2,499

受取手形及び売掛金 24,519 25,749

製品 7,418 6,358

商品 586 614

原材料 2,721 2,162

仕掛品 1,397 1,384

貯蔵品 272 372

繰延税金資産 1,188 900

その他 2,057 1,930

貸倒引当金 △92 △93

流動資産合計 42,430 41,876

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,670 9,938

機械装置及び運搬具（純額） 6,256 6,584

土地 10,450 10,468

建設仮勘定 2,884 2,374

その他（純額） 705 753

有形固定資産合計 29,965 30,119

無形固定資産 1,014 1,051

投資その他の資産   

投資有価証券 6,691 6,770

賃貸用資産 1,814 1,828

繰延税金資産 454 78

その他 2,163 2,055

貸倒引当金 △861 △888

投資その他の資産合計 10,261 9,843

固定資産合計 41,240 41,015

繰延資産 235 226

資産合計 83,905 83,118
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,631 22,234

短期借入金 12,301 10,757

未払法人税等 172 240

賞与引当金 487 765

役員賞与引当金 3 14

売上割戻引当金 596 773

１年以内に弁済予定の更生債権 370 370

その他 3,422 3,889

流動負債合計 39,982 39,046

固定負債   

長期借入金 14,105 13,868

繰延税金負債 829 468

退職給付引当金 1,421 1,421

役員退職慰労引当金 116 196

更生債権 2,210 2,210

その他 497 762

固定負債合計 19,178 18,929

負債合計 59,160 57,975

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 3,983 3,982

利益剰余金 13,928 13,840

自己株式 △267 △266

株主資本合計 23,144 23,056

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 79

為替換算調整勘定 △617 △147

評価・換算差額等合計 △478 △68

少数株主持分 2,079 2,155

純資産合計 24,745 25,143

負債純資産合計 83,905 83,118
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 20,458

売上原価 16,696

売上総利益 3,762

販売費及び一般管理費 3,585

営業利益 177

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 31

為替差益 41

その他 54

営業外収益合計 131

営業外費用  

支払利息 100

持分法による投資損失 124

その他 60

営業外費用合計 284

経常利益 24

特別利益  

固定資産売却益 31

その他 0

特別利益合計 31

特別損失  

固定資産除却損 9

関係会社株式売却損 13

その他 5

特別損失合計 27

税金等調整前四半期純利益 28

法人税、住民税及び事業税 120

法人税等調整額 △315

法人税等合計 △195

少数株主利益 26

四半期純利益 197
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 28

減価償却費 707

のれん償却額 53

受取利息及び受取配当金 △36

支払利息 100

持分法による投資損益（△は益） 124

関係会社株式売却損益（△は益） 13

売上債権の増減額（△は増加） 865

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,625

仕入債務の増減額（△は減少） 883

その他 △743

小計 369

利息及び配当金の受取額 105

利息の支払額 △100

法人税等の支払額 △187

営業活動によるキャッシュ・フロー 187

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △11

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式売却による
支出

△107

有形固定資産の取得による支出 △1,186

のれんの取得による支出 △350

その他 △222

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,876

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） 1,232

長期借入れによる収入 1,700

長期借入金の返済による支出 △1,106

その他 △208

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,618

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △134

現金及び現金同等物の期首残高 2,486

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,352
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品及び事業内容 

(1）建装用資材‥‥‥‥‥内外装用化粧シート、表面材、木口材、住設機器用化粧板、店舗用什器関連部材

(2）農業・土木用資材‥‥農業用ビニルフィルム、農業用ポリオレフィンフィルム、農業用関連資材、肥

料、止水板、土木シート、水膨張性止水材 

(3）包装用フィルム‥‥‥包装用収縮フィルム、オレフィン系包装用フィルム 

(4）工業用品・開発・他‥フレキシブルマグネット、磁性材関連製品、マイクロモータ、自動車用シーリン

グ材、防音材、各種工業用ゴム製品、金属酸化物超微粒子、物流事業 

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

（１）北米・・・米国、カナダ 

（２）欧州・・・イギリス、イタリア等 

  
建装用資材 
（百万円） 

農業・土木用 
資材 

（百万円） 

包装用 
フィルム 
（百万円） 

工業用品・ 
開発・他 
（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 
3,250 6,802 6,228 4,178 20,458 － 20,458 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 3,250 6,802 6,228 4,178 20,458 － 20,458 

営業利益又は営業損失

（△） 
98 △165 279 △35 177 － 177 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
その他 
（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 18,172 1,561 724 1 20,458 － 20,458 

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
770 － － 378 1,148 (1,148) － 

計 18,942 1,561 724 379 21,606 (1,148) 20,458 

営業利益又は営業損失（△） 50 120 △18 25 177 － 177 
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ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 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。 

２ 地域の区分は、地理的接近度によっております。 

３ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）北米……米国、カナダ 

(2）欧州……イギリス、イタリア等 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,524 1,373 1,090 3,987 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       20,458 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
7.5 6.7 5.3 19.5 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 20,150 

Ⅱ 売上原価 16,511 

売上総利益 3,639 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,609 

営業利益 29 

Ⅳ 営業外収益 126 

受取利息 5 

受取配当金  32 

持分法による投資利益  22 

その他 66 

Ⅴ 営業外費用 140 

支払利息 93 

その他  46 

経常利益 15 

Ⅵ 特別利益 197 

固定資産売却益 0 

関係会社株式売却益  197 

Ⅶ 特別損失 4 

固定資産除却損 3 

その他  0 

税金等調整前四半期純利益 209 

法人税、住民税及び事業税  165 

法人税等調整額 △91 

少数株主利益  41 

四半期純利益  94 
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（２）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 
建装用資材 
（百万円） 

農業・土木用 
フィルム 
（百万円） 

包装用 
フィルム 
（百万円） 

工業用品・ 
開発・他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全
社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 3,432 6,205 6,511 4,001 20,150 － 20,150 

営業費用 3,334 6,467 6,058 4,260 20,120 － 20,120 

営業利益又

は営業損失

（△） 

98 △262 452 △258 29 － 29 
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