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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 257,829 ― 8,763 ― 7,117 ― 5,302 ―
20年3月期第1四半期 259,348 6.2 12,209 5.3 12,062 9.0 10,433 91.6

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 6.70 ―
20年3月期第1四半期 13.18 ―

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 881,845 162,203 16.2 180.79
20年3月期 978,299 255,476 24.1 297.75

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  143,043百万円 20年3月期  235,594百万円

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 ― 5.00 8.00
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  有   

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 510,000 ― 16,000 ― 12,500 ― 9,000 ― 11.37
通期 1,045,000 △3.1 40,000 △17.3 30,000 △26.8 18,000 △42.0 22.75

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、7ページ「定性的情報・財務諸表等」３．その他をご覧下さい。  

(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、7ページ「定性的情報・財務諸表等」３．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
(1)平成20年5月12日に公表いたしました連結業績予想につきましては、本資料及び平成20年8月7日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて、第2四半期連結累
計期間、通期ともに業績予想の修正を行っております。 
(2)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、添付資料の5ページをご覧下さい。 
 
（その他の事項） 
 当期より「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。  

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  792,872,048株 20年3月期  792,872,048株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,645,055株 20年3月期  1,623,981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  791,238,590株 20年3月期第1四半期  791,823,266株



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績

(1) 当第１四半期の業績全般の概況

　当第１四半期の世界経済は、昨年来の原油価格の高騰が年初から上げ足を速めたことにより、不安定さを増していま

す。これに加え、米国サブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱により、米国においては前四半期に引き続

き、また欧州においては、当四半期より景気が減速したことにより、当社グループの欧米の事業が影響を受けました。

また、アジア・オセアニアにおいては、全般的に堅調に推移しました。日本においては、昨年来の住宅不況に回復の兆

しが見られず、また、年初来の電気・電子業界の需要が当四半期に入ってさらに弱まりました。

　以上の結果、当第１四半期の売上高は、工業材料事業部門や機能製品事業部門において販売価格是正が寄与したもの

の、印刷材料事業部門の北米の落ち込みの影響などにより、前年同期並みの2,578億円となりました。

　営業利益は、88億円と28.2％の減益となりました。これは、欧州の底堅さ、アジア・オセアニアの全般的な堅調さに

もかかわらず、米国の落ち込みや、日本における電気・電子業界向けの大幅な売り上げ不振のほか、会計処理基準の変

更等の影響によるものです。

　経常利益は、金利上昇に伴う支払利息の増加及び為替差損の発生などにより、71億円と41.0％の減益となりました。

　四半期純利益は、53億円と49.2％の減益となりました。

当第１四半期 前第１四半期
増　　減　　比

為替影響排除後

 売上高 2,578 億円 2,593 億円 △0.6 % +2.0 %

 営業利益 88  122  △28.2 %　 △28.3 %

 経常利益 71  121  △41.0 %　 －  

 四半期純利益 53  104  △49.2 % － 　

（注）当第１四半期の決算にあたり、海外関係会社の現地通貨建て業績を円貨に換算するための主な為替レート

（期中平均：平成20年１月～３月）は、106.38円／米ドル（前年同期：119.33円／米ドル）です。
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(2) 当第１四半期のセグメント別業績　

　（単位：億円）

売　上　高 営　業　利　益

当第１

四半期

実績

前第１

四半期

実績

増　減　比 当第１

四半期

実績

前第１

四半期

実績

増　減　比

為替影響

排除後

為替影響

排除後

 印刷材料 1,507 1,547 △2.6 % +0.6 % 67 93 △27.9 % △28.4 %

 工業材料 494 481 +2.7 % +3.7 % 26 25 +4.2 % +4.6 %

 機能製品 358 336 +6.8 % +7.7 % 11 13 △12.1 % △11.7 %

 電子情報材料 125 126 △1.1 % +3.7 % 11 18 △38.6 % △37.7 %

 その他 142 147 △3.5 % △1.0 % △11 △9 赤字増  赤字増  

 消去又は全社 △48 △43 －  －  △17 △18 － －

計 2,578 2,593 △0.6 % +2.0 % 88 122 △28.2 % △28.3 %

　各事業部門の業績は次のとおりです。前年同期比の（　）内の数値は、為替変動の影響を排除した増減比を表していま

す。なお、印刷材料事業部門の業績には事業部門内の地域間取引が含まれており、合計金額は上記の業績数値と一致しま

せん。

［印刷材料事業部門］

・日本 　　　　　　　　　 売 上 高：   280億円　前年同期比　＋ 2.1％

　　　　　　　　　　　　　営業利益： 　  8億円　前年同期比　△26.0％

　グラビアインキは、軟包装材関連を中心に堅調に推移しましたが、オフセットインキは、出版・チラシ関連が低調で

あったことから、苦戦を強いられました。新聞インキは、新聞発行部数の減少が続いたことから墨は低調でしたが、色

刷り面拡大によりカラーが伸長したことで、全体としては前年同期並みとなりました。製缶塗料は、飲料関連の新製品

が寄与したことにより、堅調に推移しました。有機顔料は、インキ用、塗料・プラスチック用共に伸長しました。

　営業利益は、原料価格の上昇に対する販売価格の是正が一部で進展しましたが、全体としては原料の急激な高騰に価

格是正が追いつかず、減益となりました。

・米州・欧州 　　　　　　 売 上 高： 1,095億円　前年同期比　△ 4.9％ （△ 1.4％）

　　　　　　　　　　　　　営業利益： 　 52億円　前年同期比　△28.0％ （△29.3％）

　北米では、印刷業界の不振が続いたことから、パッケージ用グラビア・フレキソインキで前年同期並みを維持したも

のの、出版用オフ輪・グラビアインキや商業用枚葉インキ、新聞インキで出荷が落ち込みました。中南米では、全般的

に販売が好調に推移しました。欧州では、パッケージ用グラビア・フレキソインキの出荷が減少しましたが、出版用オ

フ輪・グラビアインキが堅調に推移したことから、ほぼ前年同期並みとなりました。有機顔料は、塗料用、化粧品用を

中心に出荷数量が伸長しました。

　営業利益は、中南米・中東欧での増収効果があったものの、北米における売り上げ不振や、大手得意先の破綻に伴う

貸倒引当金の計上及び欧州における売上品目構成の悪化などにより、減益となりました。

－ 2 －



・アジア・オセアニア　　　売 上 高：   168億円　前年同期比　＋ 7.2％ （＋ 8.5％）

　　　　　　　　　　　　　営業利益：    10億円　前年同期比　△ 8.8％ （△ 6.2％）

　中国では、オフセットインキや新聞インキが好調に推移しました。インドでは、新聞インキ及びグラビアインキが好

調に推移しました。また、オーストラリア、ニュージーランドでもオフセットインキや新聞インキが大幅に伸長しまし

た。

　営業利益は、原料価格の上昇に対する販売価格の是正が、東南アジア・オセアニアなどでは進展しましたが、中国・

台湾では十分に進展しなかったことから、減益となりました。

 

 

[工業材料事業部門]　　　　売 上 高： 　494億円　前年同期比　＋ 2.7％ （+ 3.7％）

　　　　　　　　　　　　　営業利益：　　26億円　前年同期比　＋ 4.2％ （+ 4.6％）

　塗料用樹脂は汎用品が前年同期並みでしたが、家電用のＵＶ塗料や光学フィルム用ＵＶ樹脂など高付加価値製品が大

幅に伸長しました。エポキシ樹脂は、電気・電子用がスポット輸出の寄与により伸長しましたが、前年好調に推移した

塗料・土木用は鋳鉄管向けなどが低調となりました。また、水性ウレタンやアルキルフェノールは前年同期並みとなり

ました。

　海外では、中国で塗料用樹脂、マレーシアでエポキシ樹脂などが伸長しました。

　営業利益は、原料価格の上昇に対する販売価格の是正が進展したことに加え、売上品目構成において汎用品から高付

加価値製品へのシフトが進んだことから、増益となりました。

[機能製品事業部門]　　　　売 上 高： 　358億円　前年同期比　＋ 6.8％ （＋ 7.7％）

　　　　　　　　　　　　　営業利益：　　11億円　前年同期比　△12.1％ （△11.7％）

　機能性光学材料は、ユーザーの生産調整が終了したことにより、大幅に伸長しました。従来より好調に推移していた

工業用粘着テープは、液晶ＴＶ用や自動車用でユーザーの生産調整などがあったことから、前年同期並みとなりました。

また機能性コンパウンドは、難燃性及び導電性タイプが伸長し、ポリスチレンや多層フィルムも、食品用を中心として

堅調に推移しました。一方、建材及び塩ビ用着色剤は、新設住宅着工戸数の減少により、低調に推移しました。

　営業利益は、原料価格の上昇に対する販売価格の是正がポリスチレンやパレットでは進展したものの、全体としては

十分に進展しなかったことから、減益となりました。

 

[電子情報材料事業部門]　　売 上 高:　　125億円　前年同期比　△ 1.1％ （＋ 3.7％）

　　　　　　　　　　　　　営業利益:　 　11億円　前年同期比　△38.6％ （△37.7％）

　ＴＦＴ液晶は、採用ユーザーの増加などにより、大幅に伸長しました。ＰＰＳコンパウンドは、電気・電子用が低調

に推移したものの、自動車用が好調に推移しました。顔料型インクジェットインキは、前年において事業の立ち上げに

伴い大量出荷したことの影響により、販売数量が減少しました。特殊磁気テープは、国内の販売不振に加えて海外市場

が縮小したことから、低調に推移しました。

　営業利益は、ＴＦＴ液晶などの増収効果がありましたが、ＳＴＮ液晶や顔料型インクジェットインキ、中空糸などの

落ち込みにより、減益となりました。
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(3) 当第２四半期連結累計期間及び通期の業績全般の見通し

（単位：億円）

当第２

四半期連結

累計期間

見通し

前年同期

実績
増減比

通期

見通し

前期

実績
増減比

 売上高 5,100 5,311 △4.0 % 10,450 10,779 △3.1 %

 営業利益 160 258 △38.0 % 400 484 △17.3 %

 経常利益 125 245 △48.9 % 300 410 △26.8 %

 当期純利益 90 205 △56.2 % 180 310 △42.0 %

（業績予想の修正理由）

　原油・ナフサ価格の上昇を受け、販売価格の是正に努めておりますが、当第２四半期以降は、過去に例を見ない原料

価格のさらなる高騰が見込まれ、これが高止まりする状況を想定しています。さらに、当社グループの需要業界の不透

明さの影響も見込まれることから、業績予想を修正するものです。

　業績の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき、当社の経営者が判断したものであり、潜在的なリスクや不確定

要素が含まれています。業績に影響を与え得る重要な要素としては、国内外の経済情勢、市場の動向、原料価格や金利、

為替レートの変動などのほか、紛争・訴訟、災害・事故などのリスクがあり、また、事業再構築に伴う一時損失が発生

する可能性があります。ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありません。
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２．財政状態

（資産、負債及び純資産の状況に関する分析）

　当第１四半期末の資産の部は前期末と比べて965億円減少し、8,818億円となりました。主な減少の要因は、在外子会

社におけるのれんの償却と為替レート変動の影響によるものです。負債の部は、有利子負債が増加しましたが、為替レー

ト変動の影響により、前期末比32億円減の7,196億円となりました。また、純資産の部は、在外子会社におけるのれんの

償却に伴う利益剰余金の減少と為替換算調整額の減少により、前期末比933億円減の1,622億円となりました。

（キャッシュ・フローの状況に関する分析）

［営業活動によるキャッシュ・フロー］当第１四半期 △ 18億円

　当第１四半期は、税金等調整前四半期純利益が68億円、減価償却費が108億円となりました。一方、運転資本の増加に

より24億円の資金を使用し、法人税等に61億円及び賞与に56億円を支払いました。以上の結果、営業活動に使用した資

金の総額は18億円となりました。

 

［投資活動によるキャッシュ・フロー］当第１四半期 △104億円

　当第１四半期は、設備投資に116億円、投資有価証券の取得により7億円の資金を使用しました。一方、有形・無形固

定資産の売却により23億円の資金を取得しました。以上の結果、投資活動に使用した資金の総額は104億円となりまし

た。

 

［財務活動によるキャッシュ・フロー］当第１四半期 　226億円

　当第１四半期は、借入金により266億円の資金を調達した一方で、剰余金の配当として40億円を支払いました。以上の

結果、財務活動により得られた資金の総額は226億円となりました。 
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３．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

１．簡便な会計処理

　　採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。

２．四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

　一部の連結子会社の税金費用については、当第１四半期を含む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。

(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．会計処理基準の変更

①　当期より「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　国内連結会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法

によっておりましたが、当第１四半期より「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益は168百万円、経常利益は48百万円、税金等調整前四半期純利益は733百万円それぞれ

減少しております。

　また、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。

③　国内連結会社は、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（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することがで

きるようになったことに伴い、当第１四半期からこれらの会計基準等を適用し、リース取引開始日が平成20年

４月１日以後の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、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、連結財務諸表においては、リース資産総額に重要性が乏しいと認められるため、リース料総額から利

息相当額の合理的な見積額を控除しない方法による会計処理を採用しております。

　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への影響は軽微であります。　

　また、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、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。　

④　当第１四半期より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ269百万円減少しております。また、過年度分の影響額を期首残高に計上したことによ

り、利益剰余金が56,149百万円、為替換算調整勘定が7,602百万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。　

２．追加情報　

　機械装置及び運搬具については、従来、主な耐用年数を３～17年としておりましたが、当第１四半期より、３

～11年に変更しております。この変更は、国内連結会社において、法人税法の改正を契機に耐用年数を見直した

ものであります。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ99百万円減少しております。

　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。
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期末 
(20.6.30) 

前期末に係る 
要約連結貸借対照表 

(20.3.31) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,090 13,127

受取手形及び売掛金 225,978 241,637

商品 9,849 9,953

製品 77,505 80,394

原材料 46,063 48,047

仕掛品 20,031 19,332

貯蔵品 1,674 1,477

その他 43,631 40,730

貸倒引当金 △12,779 △14,031

流動資産合計 431,042 440,666

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 114,815 120,603

機械装置及び運搬具（純額） 92,898 98,851

工具、器具及び備品（純額） 14,980 16,529

土地 61,201 63,439

建設仮勘定 15,469 16,195

有形固定資産合計 299,363 315,617

無形固定資産   

のれん 3,390 67,654

その他 14,027 15,759

無形固定資産合計 17,417 83,413

投資その他の資産   

投資有価証券 35,372 35,735

その他 99,268 103,439

貸倒引当金 △617 △571

投資その他の資産合計 134,023 138,603

固定資産合計 450,803 537,633

資産合計 881,845 978,299



（単位：百万円）

当第１四半期末 
(20.6.30) 

前期末に係る 
要約連結貸借対照表 

(20.3.31) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 165,740 169,981

短期借入金 123,627 135,922

コマーシャル・ペーパー 17,200 490

1年内償還予定の社債 5,000 －

未払法人税等 2,657 8,763

賞与引当金 3,846 3,067

その他 79,114 93,099

流動負債合計 397,184 411,322

固定負債   

社債 66,000 71,000

長期借入金 203,214 185,590

退職給付引当金 23,550 25,560

製品補償損失引当金 700 700

その他 28,994 28,651

固定負債合計 322,458 311,501

負債合計 719,642 722,823

純資産の部   

株主資本   

資本金 82,423 82,423

資本剰余金 80,027 80,027

利益剰余金 33,574 88,377

自己株式 △615 △608

株主資本合計 195,409 250,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 919 847

繰延ヘッジ損益 △15 △97

年金負債調整額 △17,590 △20,041

為替換算調整勘定 △35,680 4,666

評価・換算差額等合計 △52,366 △14,625

少数株主持分 19,160 19,882

純資産合計 162,203 255,476

負債純資産合計 881,845 978,299



（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期 
(20.4.1～20.6.30) 

売上高 257,829

売上原価 206,081

売上総利益 51,748

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び手当 14,686

貸倒引当金繰入額 814

賞与引当金繰入額 1,175

退職給付費用 1,456

その他 24,854

販売費及び一般管理費合計 42,985

営業利益 8,763

営業外収益  

受取利息 474

受取配当金 88

持分法による投資利益 485

その他 619

営業外収益合計 1,666

営業外費用  

支払利息 2,119

為替差損 151

その他 1,042

営業外費用合計 3,312

経常利益 7,117

特別利益  

固定資産売却益 658

投資有価証券売却益 123

特別利益合計 781

特別損失  

たな卸資産評価損 685

固定資産処分損 283

リストラ関連退職損失 91

減損損失 68

特別損失合計 1,127

税金等調整前四半期純利益 6,771

法人税等 1,324

少数株主利益 145

四半期純利益 5,302



（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 
（20.4.1～20.6.30) 

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 6,771

減価償却費 10,782

減損損失 68

のれん償却額 287

貸倒引当金の増減額（△は減少） 505

賞与引当金の増減額（△は減少） 781

受取利息及び受取配当金 △562

持分法による投資損益（△は益） △485

支払利息 2,119

固定資産除売却損益（△は益） △375

投資有価証券売却損益（△は益） △123

売上債権の増減額（△は増加） 3,240

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,311

仕入債務の増減額（△は減少） 692

その他 △11,605

小計 5,784

利息及び配当金の受取額 590

利息の支払額 △2,138

法人税等の支払額 △6,070

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,834

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △11,232

有形固定資産の売却による収入 2,343

無形固定資産の取得による支出 △354

無形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △709

投資有価証券の売却及び償還による収入 206

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△371

その他 △323

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,439

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） △11,178

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 16,730

長期借入れによる収入 21,293

長期借入金の返済による支出 △249

配当金の支払額 △3,956

少数株主への配当金の支払額 △129

自己株式の純増減額（△は増加） △7

その他 54

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,558

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,964

現金及び現金同等物の期首残高 13,123

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,087



　当期より「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（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

印刷材料
（百万円）

工業材料
（百万円）

機能製品
（百万円）

電子情報
材料
（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
150,093 45,635 35,545 12,374 14,182 257,829 － 257,829

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

599 3,783 284 76 19 4,761 △4,761 －

計 150,692 49,418 35,829 12,450 14,201 262,590 △4,761 257,829

営業利益 6,727 2,603 1,114 1,088 △1,067 10,465 △1,702 8,763

 

　（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……製品の需要用途等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の名称

印刷材料…………印刷インキ、印刷関連機器・材料、有機顔料

工業材料…………合成樹脂、ポリマ添加剤

機能製品…………合成樹脂コンパウンド・着色剤、建材、石化関連製品、粘着製品、プラスチック成形品

電子情報材料……記録材料、液晶材料、エンジニアリングプラスチック、中空糸

その他……………カラー＆コンフォート、その他

２．会計処理基準等の変更

　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　３．その他（3）１．②に記載のとおり、当第１四半期より、「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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

較して、「印刷材料」で36百万円、「工業材料」で31百万円、「機能製品」で86百万円、「電子情報材料」

で12百万円、「その他」で3百万円、それぞれ営業利益が減少しております。

　　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　３．その他（3）１．④に記載のとおり、当第１四半期より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「印刷材料」で営業利益が269百万円減少し、資産が64,020百

万円減少しております。

　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　３．その他（3）２．に記載のとおり、当第１四半期より、有形固定資産の耐用年数を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「印刷材料」で6百万円、「工業材料」で23百万円、

「機能製品」で41百万円、「その他」で29百万円、「消去又は全社」で2百万円、それぞれ営業利益が減少し、

「電子情報材料」で2百万円営業利益が増加しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

日本
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（百万円）

アジア・　
オセアニア
（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
111,893 41,770 72,897 31,269 257,829 － 257,829

(2）セグメント間の内部

売上高
8,358 231 26 2,472 11,087 △11,087 －

計 120,251 42,001 72,923 33,741 268,916 △11,087 257,829

営業利益 4,044 302 4,726 1,366 10,438 △1,675 8,763

　（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法……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

米州………米国、カナダ、メキシコ、ブラジル

欧州………ドイツ、オランダ、イギリス、フランス

アジア・オセアニア……中国、タイ、インド、マレーシア、オーストラリア

２．会計処理基準等の変更

　　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　３．その他（3）１．②に記載のとおり、当第１四半期より、「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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比

較して、「日本」で168百万円営業利益が減少しております。

　　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　３．その他（3）１．④に記載のとおり、当第１四半期より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「米州」で124百万円、「欧州」で145百万円、それぞれ営業

利益が減少しております。

　　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　３．その他（3）２．に記載のとおり、当第１四半期より、有形固定資産の耐用年数を変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、「日本」で97百万円、「消去又は全社」で2百万円、

それぞれ営業利益が減少しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

米州 欧州 アジア・オセアニア 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 41,870 73,155 42,358 157,383

Ⅱ．連結売上高（百万円） 257,829

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
16.2 28.4 16.4 61.0

 （注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法……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

米州………米国、カナダ、メキシコ、ブラジル

欧州………ドイツ、オランダ、イギリス、フランス

アジア・オセアニア……中国、タイ、インド、マレーシア、オーストラリア
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、当第１四半期より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。これにより、当第１四半期において、過年度分の

影響額を利益剰余金期首残高に計上したことにより、利益剰余金が56,149百万円減少し、当第１四半期末におい

て利益剰余金は33,574百万円となっております。

－ 3 －



「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期
(19.4.1～19.6.30)

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 259,348

Ⅱ　売上原価 203,922

売上総利益 55,426

Ⅲ　販売費及び一般管理費 43,217

営業利益 12,209

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 686

受取配当金　 171

持分法による投資利益 417

為替差益　 319

その他　 706

計　 2,299

Ⅴ　営業外費用  

支払利息　 1,766

その他　 680

計　 2,446

経常利益 12,062

Ⅵ　特別利益 2,361

Ⅶ　特別損失 163

税金等調整前四半期純利益 14,260

税金費用 3,768

少数株主利益 59

四半期純利益 10,433

－ 4 －
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