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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 11,191 ― △205 ― △200 ― △247 ―
20年3月期第1四半期 11,835 △5.8 △445 ― △427 ― △238 ―

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 △5.84 ―
20年3月期第1四半期 △5.71 ―

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 57,471 9,270 14.7 199.33
20年3月期 59,277 9,445 14.4 203.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,462百万円 20年3月期  8,509百万円

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  

（注）当社は定款において期末日及び第２四半期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。  

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 23,000 △0.9 △200 ― △400 ― △500 ― △11.96
通期 50,000 8.9 700 ― 100 ― 1,100 ― 25.91

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）  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。  

(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．平成20年5月15日に公表いたしました連結業績予想は、通期を本資料において修正しております。 
２．当資料に記載の業績予想は、決算発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、 
  様々な要因によって数値予想と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情 
  報をご覧ください。 
３．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 TOMOEGAWA PAPER AMERICA LLC ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  43,168,031株 20年3月期  42,563,231株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  711,663株 20年3月期  710,659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  42,456,887株 20年3月期第1四半期  41,815,735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１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融市場の混乱や原油を始めとした世

界的な資源・食糧価格の高騰の影響を受けて企業収益が減少するなど、景気は足踏み状態を示しています。海外経済

は、アジアでは中国を中心に依然として景気拡大が続いたものの、欧米ではサブプライムローン問題が燻り続ける中

で資源・食糧価格の高騰が加わり景気は減速局面となりました。

　このような経済状況の下、当社グループの主力事業であるフラットパネルディスプレイ（以下ＦＰＤと略す。）関

連製品が、対前年同期比では、数量的には伸長したものの売価低下の影響を受け減収になったことなどから、当第１

四半期における売上高は、前年同期に比べ６億４千４百万円減収の111億９千１百万円(△5.4％)となりました。

　利益面につきましては、対前年同期比での売上高の伸び悩みに加え、原燃料価格の上昇といった影響を被ったもの

の、前連結会計年度末に実施した希望退職者の募集等による労務費の削減に加え、全事業分野における業務効率の改

善やコスト削減等の総合的な収益改善対策を推進した結果収益性が向上し、当第１四半期における営業損益は前年同

期に比べ２億４千万円増益の２億５百万円の営業損失となり、経常損益は前年同期に比べ２億２千６百万円増益の２

億円の経常損失となりました。四半期純損益は、国庫補助金等で３億６千５百万円の特別利益を計上したものの、た

な卸資産の評価方法の変更に伴うたな卸資産評価損の計上や取得設備の圧縮記帳等で６億４千１百万円の特別損失を

計上した結果、前年同期に比べ９百万円減益の２億４千７百万円の四半期純損失となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

①　プラスチック材料加工事業

　ＦＰＤ関連事業は、今年に入って販売価格の下げ止まり感が出てきましたが、前年同期に比べると売価低下の影響

などを受け減収となりました。半導体関連事業は、前年同期比でわずかに減収となりましたが、総じて堅調に推移し

ました。化成品(トナー)事業は、前年同期に比べるとアジアを中心に受注が増えました。この結果、売上高は68億６

千９百万円（前年同期比△7.3％）となりました。

　プラスチック材料加工事業の利益面につきましては、売上高が低迷したものの総合的な収益改善対策の効果が現れ、

営業損益は前年同期に比べ１億１千１百万円改善され、３億６千１百万円の営業損失となりました。

②　製紙・塗工紙関連事業

　洋紙事業は、比較的安定した市況を受け堅調に推移しました。塗工紙事業は、主力製品の一部が製品寿命の終焉を

迎える中で既存製品の拡販と新規製品の立上げに注力した結果、売上高の減少に歯止めがかかりました。機能紙事業

は、新規顧客の開拓と拡販を推進しました。この結果、売上高は42億４千万円(前年同期比△1.1％)となりました。

　製紙・塗工紙関連事業の利益面につきましては、原燃料費等のコストアップという環境の中、生産性向上等のコス

ト削減などの効果が大きく現れました。営業損益は前年同期に比べ１億６千７百万円改善され、９千７百万円の営業

利益となりました。

③　その他の事業

　売上高は８千１百万円となり、営業利益は３千１百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末における資産合計は、574億７千１百万円で、前連結会計年度末に比べ18億５百万円の減少となりま

した。流動資産は247億９百万円で、前連結会計年度末に比べ２百万円の減少となり、その主な要因は繰延税金資産が

増加したものの当座資産及びたな卸資産が減少したことによるものです。固定資産は327億６千２百万円で、前連結会

計年度末に比べ18億３百万円の減少となり、その主な要因は有形固定資産と繰延税金資産の減少によるものです。

　負債合計は、482億１百万円で、前連結会計年度末に比べ16億３千万円の減少となりました。流動負債は256億６千

５百万円で、前連結会計年度末に比べ10億９千１百万円減少しており、その主な要因は希望退職者募集に伴う未払退

職金の減少によるものです。固定負債は225億３千５百万円で、前連結会計年度末に比べ５億３千８百万円の減少とな

りました。なお、当第１四半期末における有利子負債残高は、335億５百万円と、前連結会計年度末に比べ８億９千万

円の増加となりました。

　また、純資産は、92億７千万円で、前連結会計年度末に比べ１億７千５百万円の減少となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ７億８千３百万円減少し、32億８千万円

となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　16億６千２百万円の減少となりました。これは主に、前連結会計年度に実施した希望退職者募集に伴う退職金の支

払いによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　３千３百万円の減少となりました。これは主に、固定資産の取得に伴う支出によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　８億９千５百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金の実行に伴う資金調達によるものです。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループは、前連結会計年度に陥った経常赤字からの脱却を最優先課題として捉え事業に邁進する中で、当第

１四半期の業績は、概ね計画どおりに推移いたしました。

　今後の業績予想につきましては、まず主力のＦＰＤ関連事業については、現状、価格面での下げ止まり感があるこ

とから、第２四半期以降は販売数量の拡大により増収に転ずると予想しております。また、半導体関連事業における

プロジェクト案件の効果や、化成品（トナー）事業における競合他社の撤退による市場占有率の更なる向上なども、

期待できます。

　また、コスト面でも、上述の労務関連費用の削減効果などが徐々に浸透していくことが見込まれ、さらに製品価格

の改定についても、各事業分野において不退転の決意で進めている効果が現れ始めております。

　今後の景気見通しについての不透明感はあるものの、当社グループは、経常利益の黒字化を目指し、これらの総合

的な収益改善対策を推進し、黒字体質への早期転換とその定着を図ってまいります。

　一方、当社グループは膨らんだ有利子負債を削減し財務体質の改善を図るため、平成20年７月28日開催の取締役会

で本社ビルの譲渡を決議いたしました。これに伴い、平成20年５月15日に公表した連結及び個別の業績予想を本日修

正いたしました。

　なお、個別を含む業績予想値の修正に関する詳細は、本日公表の「特別利益の発生に関わる業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照下さい。

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）

当第１四半期連結会計期間より、TOMOEGAWA PAPER AMERICA LLC（平成20年７月１日付でMP Juarez, LLCに名

称変更）は持分比率の減少により連結子会社から持分法適用関連会社に変更しております。

（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

　　税金費用の算定方法

　当第１四半期連結会計期間の法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除

項目を重要なものに限定する方法によっております。

　②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（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　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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、主として移動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。

　なお、同会計基準の適用にあたっては、期首在庫の評価から適用したとみなし、期首在庫に含まれる

変更差額を特別損失に計上する方法によっており、当第１四半期連結会計期間末における収益性の低下

による簿価切下額を売上原価に計上しております。

　これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ119百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は280

百万円増加しております。

　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。

　③　「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」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「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、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。

　なお、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 3,330 4,109

受取手形及び売掛金 7,612 8,077

製品 4,058 4,342

半製品 3,779 3,853

原材料 2,181 2,103

仕掛品 11 12

その他 3,766 2,248

貸倒引当金 △30 △35

流動資産合計 24,709 24,711

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,485 11,701

機械装置及び運搬具（純額） 11,023 11,568

その他（純額） 5,516 5,504

有形固定資産合計 28,025 28,774

無形固定資産 946 943

投資その他の資産   

その他 3,798 4,854

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 3,790 4,847

固定資産合計 32,762 34,565

資産合計 57,471 59,277

4

(株)巴川製紙所（3878）平成21年３月期第1四半期決算短信



（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 8,526 8,266

短期借入金 5,854 5,931

1年内返済予定の長期借入金 6,902 5,741

1年内償還予定の社債 500 500

未払法人税等 111 134

賞与引当金 154 536

その他 3,615 5,647

流動負債合計 25,665 26,757

固定負債   

長期借入金 20,248 20,441

退職給付引当金 1,676 1,897

役員退職慰労引当金 153 224

負ののれん 65 64

その他 391 445

固定負債合計 22,535 23,073

負債合計 48,201 49,831

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,990 1,990

資本剰余金 2,689 2,548

利益剰余金 4,074 4,322

自己株式 △277 △277

株主資本合計 8,477 8,583

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 418 366

繰延ヘッジ損益 0 △3

為替換算調整勘定 △432 △438

評価・換算差額等合計 △14 △74

少数株主持分 807 936

純資産合計 9,270 9,445

負債純資産合計 57,471 59,277
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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 11,191

売上原価 9,661

売上総利益 1,530

販売費及び一般管理費 1,735

営業損失（△） △205

営業外収益  

受取利息 24

受取配当金 19

為替差益 95

負ののれん償却額 4

持分法による投資利益 9

その他 40

営業外収益合計 192

営業外費用  

支払利息 150

その他 37

営業外費用合計 188

経常損失（△） △200

特別利益  

固定資産売却益 8

国庫補助金 351

その他 5

特別利益合計 365

特別損失  

たな卸資産評価損 400

その他 241

特別損失合計 641

税金等調整前四半期純損失（△） △476

法人税、住民税及び事業税 53

法人税等調整額 △313

少数株主利益 31

四半期純損失（△） △247
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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損失（△） △476

減価償却費 922

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71

退職給付引当金の増減額（△は減少） △220

受取利息及び受取配当金 △43

支払利息 150

為替差損益（△は益） 40

たな卸資産評価損 400

有形固定資産売却損益（△は益） △8

補助金収入 △351

売上債権の増減額（△は増加） 371

たな卸資産の増減額（△は増加） △113

仕入債務の増減額（△は減少） 355

その他 △2,371

小計 △1,421

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △215

法人税等の支払額 △80

その他の支出 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,662

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 △413

有形固定資産の売却による収入 16

補助金の受取額 351

投資有価証券の取得による支出 △1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

127

その他 △113

投資活動によるキャッシュ・フロー △33

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） △432

長期借入れによる収入 1,510

長期借入金の返済による支出 △466

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △0

少数株主への配当金の支払額 △11

その他 296

財務活動によるキャッシュ・フロー 895

現金及び現金同等物に係る換算差額 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △783

現金及び現金同等物の期首残高 4,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,280
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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）

 

プラスチッ
ク材料加工

事業
（百万円）

製紙・塗工
紙関連事業
（百万円）

その他の事
業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 6,869 4,240 81 11,191 － 11,191

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
△0 0 288 287 (287) －

計 6,868 4,241 369 11,479 (287) 11,191

営業費用 7,230 4,143 338 11,712 (315) 11,397

営業利益又は営業損失(△) △361 97 31 △232 27 △205

　（注）１　事業区分の方法

　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　各事業の主な製品

　(1）プラスチック材料加工事業………ＦＰＤ向け光学フィルム、電子部品材料、化成品（トナー）

　(2）製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙

　(3）その他の事業………………………物流サービス、その他

　３　会計処理の方法の変更

　(たな卸資産の評価に関する会計基準)

　【定性的情報・財務諸表等】４（３）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「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べて、プラスチック材料加工事業の営業損失が31百万円減少し、製紙・塗工紙関

連事業の営業利益が87百万円増加しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本

(百万円)
北米

(百万円)
欧州

(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)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 9,270 1,112 297 511 11,191 － 11,191

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
607 148 1 △66 690 (690) －

計 9,878 1,261 298 444 11,881 (690) 11,191

営業費用 10,233 1,193 293 387 12,108 　(711) 11,397

営業利益又は営業損失(△) △355 67 4 56 △226 21 △205

(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　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1) 北米：アメリカ

　(2) 欧州：オランダ

　(3) アジア：中国

３　会計処理の方法の変更

(たな卸資産の評価に関する会計基準)

　【定性的情報・財務諸表等】４（３）②に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「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

によった場合に比べて、営業損失が、日本で119百万円減少しております。

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）

 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

Ⅰ　海外売上高 989 542 1,275 106 2,913

Ⅱ　連結売上高 － － － － 11,191

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
8.8 4.8 11.4 1.0 26.0

　（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　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　(1）北米：アメリカ

　(2）欧州：イギリス

　(3）アジア：中国

　(4）その他の地域：南米他

　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。

（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、平成20年４月１日付で、巴川物流サービス株式会社を完全子会社とするために株式交換を行いました。

この結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が141百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末にお

いて資本剰余金が2,689百万円となっております。
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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

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

科目

第１四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

売上高 11,835

売上原価 10,430

売上総利益 1,405

販売費及び一般管理費 1,851

営業損失(△) △445

営業外収益 229

営業外費用 210

経常損失(△) △427

特別利益 1,058

特別損失 1,018

税金等調整前四半期純損失(△) △387

法人税等 △197

少数株主利益 48

四半期純損失(△) △238
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

第１四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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損失(△) △387

　減価償却費 775

　売上債権の減少額 496

　棚卸資産の増加額 △478

　仕入債務の減少額 △258

　その他 471

小計 618

　利息及び配当金の受取額 29

　利息の支払額 △141

　法人税等の支払額 △255

営業活動によるキャッシュ・フロー 251

Ⅱ　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 △2,128

　その他 △254

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,383

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の純増加額 1,175

　長期借入金の返済による支出 △193

　配当金の支払額 △2

　少数株主への配当金の支払額 △5

　その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 968

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 21

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,142

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,480

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期期末残高 2,338
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 

プラスチッ
ク材料加工

事業
（百万円）

製紙・塗工
紙関連事業
（百万円）

その他の事
業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 7,412 4,286 136 11,835 － 11,835

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 0 291 291 (291) －

計 7,412 4,287 427 12,127 (291) 11,835

営業費用 7,885 4,356 359 12,601 (320) 12,281

営業利益又は営業損失(△) △473 △69 68 △474 28 △445

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 
日本

(百万円)
北米

(百万円)
欧州

(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)

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 9,941 1,305 237 351 11,835 － 11,835

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
495 167 － △18 645 (645) －

計 10,437 1,472 237 333 12,481 (645) 11,835

営業費用 10,948 1,454 235 314 12,953 　(671) 12,281

営業利益又は営業損失(△) △510 17 1 18 △472 26 △445

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（百万円）
その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

Ⅰ　海外売上高 1,070 755 1,077 68 2,972

Ⅱ　連結売上高 － － － － 11,835

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
9.0 6.4 9.1 0.6 25.1
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