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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 6,499 ― 552 ― 587 ― 320 ―
20年3月期第2四半期 7,229 6.4 1,049 1.2 1,051 1.7 627 △0.2

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2四半期 35.74 ―
20年3月期第2四半期 69.93 ―

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2四半期 21,766 18,473 84.8 2,056.17
20年3月期 22,138 18,782 84.7 2,090.37

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  18,451百万円 20年3月期  18,758百万円

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 ― 0.00 ― 44.00 44.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 44.00 44.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 12,950 △5.8 1,050 △41.0 1,110 △39.8 580 △46.2 64.63

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、４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、４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．上記の業績予想は本資料の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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照ください。 
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）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 ― 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2四半期  9,309,000株 20年3月期  9,309,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  335,498株 20年3月期  335,438株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  8,973,552株 20年3月期第2四半期  8,973,562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２四半期連結累計期間における世界経済を概観しますと、米国経済はサブプライムローン問題等の影響もあり、

住宅需要の低迷に加え個人消費や設備投資も低調で、景気の減速懸念が広まっております。欧州経済及びアジア経済

も、この影響を受け不透明な状況となりました。一方、我が国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金

融市場の混乱や、株価市場の低迷、円高の進行及び原油・穀物をはじめとした原材料価格の高騰等により景気の減速

懸念は一段と強まっております。

　このような経済環境の中、当社製品の得意先関連業界の状況でありますが、プリント基板業界は、片面基板につい

ては、需要の鈍化に加え、生産の海外移転や製品価格の下落などにより依然厳しい状況であります。一方、自動車部

品業界でも、海外での現地生産を含め需要の停滞感が広まっております。

　得意先関連業界のこのような事業環境の下で、当社グループは、海外市場への積極的な展開、国内市場の販売力強

化、研究開発体制の充実、生産・購買部門における効率化を積極的に進めてまいりました。その結果、化成品の売上

は増加いたしましたが、スクリーン印刷用資材及び産業用資材の売上は減少し、当第２四半期連結累計期間の売上高

は64億９千９百万円 となりました。営業利益につきましては、引き続き生産革新運動により効率化を図りましたが、

販売製品の構成差、原油価格の高騰に伴う原材料価格等の上昇及び研究開発費など経費の増加もあり、５億５千２百

万円となりました。経常利益は５億８千７百万円、四半期純利益は３億２千万円となりました。

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。

（スクリーン印刷用資材）

　当社グループの主力製品であるスクリーン印刷用メッシュクロスは、国内において、片面基板生産の減少の影響、

一般印刷業界の低迷などにより厳しい状況ではありますが、子会社化しましたＮＢＣメタルメッシュが売上に寄与し

ております。海外においては、欧州では売上を伸ばしましたが、競争激化に加え景気減速の影響を受けて北米及び中

国を含めたアジアでの売上は減少いたしました。営業利益については、販売製品の構成差等の悪化もあり、低調に推

移いたしました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は26億９千７百万円、営業利益は３億８百万円となりました。

（産業用資材）

　産業資材用途としては、既存の濾過布用、メディカル用、生活関連用は増加いたしました。しかし、携帯電話用は

競争の激化により、防虫網は天候不順や消費需要の減退により、また、昨年度売上に寄与しましたスピーカーグリル

用が、今期モデル変更に伴い仕様変更となったことにより大きな減少要因となりました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は18億１千７百万円、営業利益は１億１千５百万円となりました。

（化成品）

　自動車用フィルターは、インジェクター用と昨年度より海外メーカー向に納入しておりますＡＢＳ（アンチロック

ブレーキシステム）用フィルターを中心として引き続き順調に推移しております。家電用フィルターについては、浄

水器用フィルターは売上を伸ばしましたが、その他各用途とも減少いたしました。営業利益については、自動化の推

進等生産性の向上に努めておりますが、特に自動車用フィルターに関わる検査等の経費の増加の影響を受けることに

なりました。

　以上の結果、当セグメントの売上高は18億３千５百万円、営業利益は１億１千４百万円となりました。

（その他）

  その他については、養殖業界の状況厳しく、入替用の養殖用生簀（いけす）金網の販売不振により、売上高は１億

４千９百万円、営業利益は１千４百万円となりました。

 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

 　日本は売上高60億８千８百万円、営業利益４億７百万円、北米は売上高５億６千３百万円、営業利益△９百万円、

その他は売上高５億２千万円、営業利益１億４千４百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、21,766,742千円となり前連結会計年度末に比べ371,515千円減少いたしました。流動資

産は13,464,166千円となり、684,445千円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少708,125千円、原材料

の増加183,231千円であります。固定資産は8,302,575千円となり312,930千円増加いたしました。有形固定資産は、

7,652,063千円となり339,555千円増加、無形固定資産は、109,595千円となり16,728千円増加、投資その他の資産は

540,916千円となり43,353千円減少いたしました。

　当第２四半期末の負債合計は3,293,669千円となり、前連結会計年度末に比べ61,994千円減少いたしました。流動負

債は1,670,314千円となり、132,779千円減少いたしました。主な要因は、未払法人税等の減少14,051千円、支払手形

及び買掛金80,875千円の減少等です。固定負債は1,623,355千円となりました。主な要因は、退職給付引当金の増加等

であります。

　当第２四半期末の純資産の部は前連結会計年度末に比べ309,521千円減少いたしました。主な要因は、当四半期純利

益320,756千円の増加、配当金394,836千円の支払、為替換算調整勘定の減少103,405千円であります。この結果、自己

資本比率は84.8%となりました。

 

 キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動の結果、税金等

調整前四半期純利益が575,788千円となり、又投資活動の結果、3,493,818千円の資金を使用したこと等により前連結

会計年度末に比べ3,208,125千円減少し、当第２四半期末は、2,653,644千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費とたな卸資産の増加、売上

債権の減少と持分法適用関連会社からの配当金等により708,853千円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得と3ヶ月超の定期預

金への預入れ等により3,493,818千円を使用いたしました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により396,558千円を使

用いたしました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当業界におきましては、原材料の値上によるコストアップ、競合他社との価格競争、自動車業界の減速予測等引き

続き厳しい環境が続くものと考えられます。当社グループは、生産革新運動によるコストダウン、新技術の開発・用

途開発等による市場開拓、海外事業の拡大を進めておりますが、各セグメントの販売の先行きが不透明感を増してい

る状況を踏まえ、平成21年３月期の連結業績予想につきましては、平成20年10月15日に修正発表を行い、売上高12,950

百万円、営業利益1,050百万円、経常利益1,110百万円、当期純利益580百万円としております。
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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）

　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

　・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    貸倒実績率等は多額の貸倒等の発生がない限り前期連結会計年度末と同等とみなしております。

特有の会計処理

　・税金費用の計算

    税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務

    諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算して

    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 会計処理基準に関する事項の変更 

 　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.たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　 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原価法によっておりま

     したが、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。

　　 これによる損益への影響はありません。

　 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

　　 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。

　　 これによる損益への影響は軽微であります。

　　 なお、この修正において、当連結会計年度期首の利益剰余金が132,441千円減少しております。

② ①以外の変更　 

     リース取引に関する会計基準の適用

　   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

   　ができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、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。

   　これによる損益への影響はありません。
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 5,153,644 5,861,769 

受取手形及び売掛金 3,602,810 3,894,939 

商品及び製品 2,904,528 2,769,971 

仕掛品 523,228 571,880 

原材料及び貯蔵品 782,603 599,372 

その他 497,350 450,678 

流動資産合計 13,464,166 14,148,612 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,320,027 2,486,630 

その他（純額） 5,332,036 4,825,878 

有形固定資産合計 7,652,063 7,312,508 

無形固定資産   

のれん 43,452 48,280 

その他 66,142 44,585 

無形固定資産合計 109,595 92,866 

投資その他の資産   

その他 540,916 584,270 

固定資産合計 8,302,575 7,989,645 

資産合計 21,766,742 22,138,258 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 811,317 892,192 

未払法人税等 233,216 247,267 

引当金 2,500 9,500 

その他 623,280 654,132 

流動負債合計 1,670,314 1,803,093 

固定負債   

退職給付引当金 1,453,591 1,408,748 

引当金 17,409 22,154 

負ののれん 510 1,021 

その他 151,844 120,645 

固定負債合計 1,623,355 1,552,570 

負債合計 3,293,669 3,355,664 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金 15,129,597 15,336,119 

自己株式 △467,091 △467,019 

株主資本合計 18,734,133 18,940,727 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,291 24,339 

為替換算調整勘定 △310,404 △206,999 

少数株主持分 22,052 24,526 

純資産合計 18,473,072 18,782,594 

負債純資産合計 21,766,742 22,138,258 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,499,695 

売上原価 4,498,103 

売上総利益 2,001,592 

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 147,328 

給与及び報酬 421,737 

退職給付引当金繰入額 31,655 

減価償却費 29,674 

その他 818,524 

販売費及び一般管理費合計 1,448,920 

営業利益 552,671 

営業外収益  

受取利息 19,074 

受取配当金 2,878 

受取賃貸料 4,722 

持分法による投資利益 1,382 

為替差益 13,330 

その他 3,877 

営業外収益合計 45,264 

営業外費用  

支払利息 8,235 

その他 2,338 

営業外費用合計 10,573 

経常利益 587,362 

特別利益  

区画整理に伴う収入 2,378 

特別利益合計 2,378 

特別損失  

固定資産処分損 4,952 

ゴルフ会員権評価損 8,999 

特別損失合計 13,951 

税金等調整前四半期純利益 575,788 

法人税等 253,117 

少数株主利益 1,915 

四半期純利益 320,756 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９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 575,788 

減価償却費 471,763 

のれん及び負ののれん償却額 4,317 

持分法による投資損益（△は益） △1,382 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44,842 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,000 

修繕引当金の増減額（△は減少） △4,745 

受取利息及び受取配当金 △21,953 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,939 

支払利息 8,235 

為替差損益（△は益） 353 

有形固定資産処分損益（△は益） 4,952 

ゴルフ会員権評価損 8,999 

売上債権の増減額（△は増加） 264,207 

たな卸資産の増減額（△は増加） △289,359 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △53,362 

その他の固定資産の増減額（△は増加） 7,939 

仕入債務の増減額（△は減少） △63,477 

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,572 

未払費用の増減額（△は減少） △9,047 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,216 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 19,639 

小計 929,984 

利息及び配当金の受取額 45,844 

利息の支払額 △8,235 

法人税等の支払額 △258,740 

営業活動によるキャッシュ・フロー 708,853 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △2,500,000 

有形固定資産の取得による支出 △975,112 

無形固定資産の取得による支出 △17,475 

長期貸付金の回収による収入 523 

その他の固定資産の増加による支出 △1,753 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,493,818 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △1,651 

自己株式の取得による支出 △71 

配当金の支払額 △394,836 

財務活動によるキャッシュ・フロー △396,558 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,600 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,208,125 

現金及び現金同等物の期首残高 5,861,769 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,653,644 
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

スクリーン
印刷用資材
（千円）

産業用資材
（千円）

化成品
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高 2,697,844 1,817,404 1,835,405 149,042 6,499,695 　　　　　 －　 6,499,695

営業利益 308,054 115,640 114,955 14,022 552,671 　         －　 552,671

（注） 　１．事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。

２．各事業区分の主要製品

　　　　　　　　　スクリーン印刷用資材　…　印刷用・スクリーン印刷用資材

 産業用資材            …　産業資材用メッシュ

 化成品　　　　　　　　…　成形フィルター、金型

 その他　　　　　　　　…　養殖用金網

 

〔所在地別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高 6,088,870 563,514 520,860 7,173,244 (673,549) 6,499,695

営業利益又は営業損失(△) 407,206 △9,175 144,744 542,775 9,896 552,671

（注）   １．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　 　２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

　　　　　　　　(1）北　米……米国    (2）その他……アジア
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〔海外売上高〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 963,433 563,514 534,269 2,061,216

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 6,499,695

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める

割合（％）
14.8 8.7 8.2 31.7

　（注）  １．地域は、地理的近接度により区分しております。

  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）アジア……中国、韓国、台湾等

　　　　　　(2）北　米……米国、カナダ

　　　　　　(3）その他……ドイツ、英国等

　　 　 　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

　当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当は、以下の通りであります。なお、この他に該当事項はあり

ません。

（配当金支払額）

　平成20年６月27日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。

　・普通株式の配当に関する事項

　　①配当金の総額　　　    　394,836千円

　　②１株当たり配当額　　  　  　   44円

    ③基準日　　　　     平成20年３月31日

    ④効力発生日         平成20年６月30日

　　⑤配当の原資　　    　　　 利益剰余金 
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 7,229,266 100.0

Ⅱ　売上原価 4,715,076 65.2

売上総利益 2,514,190 34.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,464,600 20.3

営業利益 1,049,589 14.5

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 8,917

２．受取配当金 2,513

３．賃貸料収入 2,504

４．持分法による投資利益 7,283

５．廃材処分益 3,625

６．その他 1,825 26,669 0.3

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 7,641

２．為替差損 16,120

３．その他 1,148 24,910 0.3

経常利益 1,051,347 14.5

Ⅵ　特別利益

１．修繕引当金戻入益 10,825

２．その他 1,991 12,816 0.2

Ⅶ　特別損失

１．固定資産処分損 8,890

２．その他 774 9,665 0.1

税金等調整前中間純利益 1,054,498 14.6

法人税、住民税及び事業税 428,936

法人税等調整額 △3,127 425,808 5.9

少数株主利益 1,197 0.0

中間純利益 627,493 8.7
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（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 1,054,498

減価償却費 389,636

負ののれん償却額 △511

貸倒引当金の増減額(△:減少額) 5,073

退職給付引当金の増減額(△:減少額) 29,256

役員退職慰労引当金の増減額(△:減少額)　 △12,833

役員賞与引当金の増減額（△：減少額） △5,250

修繕引当金の増加額　 △17,047

受取利息及び受取配当金 △11,430

支払利息 7,641

持分法による投資利益(△：利益) △7,283

有形固定資産処分損 8,890

有形固定資産売却損 774

売上債権の増加額（△：増加額） 76,157

たな卸資産の増減額(△:増加額) △216,158

その他流動資産の増加額 34,450

仕入債務の減少額 △155,993

未払消費税等の増減額(△:減少額) 14,761

未払費用の増減額　(△:減少額) △6,875

その他流動負債の増減額(△:減少額) △62,748

その他固定負債の増加額 2,896

小計 1,127,904

利息及び配当金の受取額 11,430

利息の支払額 △7,642

法人税等の支払額 △423,511

営業活動によるキャッシュ・フロー 708,181
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形無形固定資産の取得による支出 △879,670

有形固定資産の売却による収入 411

長期貸付金の返済による収入 620

その他の固定資産増加による支出額 △2,371

投資活動によるキャッシュ・フロー △881,010

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

親会社による配当金の支払額 △358,942

財務活動によるキャッシュ・フロー △358,942

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 13,189

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △518,582

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,450,714

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 5,932,132
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（３）セグメント情報

〔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19年４月１日　至　平成19年９月30日）

スクリー
ン印刷用
資材
（千円）

産業用資材
（千円）

化成品
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高及び営業損益

売上高

外部顧客に対する売上高 2,764,244 2,470,333 1,779,392 215,296 7,229,266 － 7,229,266

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － － － －

計 2,764,244 2,470,333 1,779,392 215,296 7,229,266 － 7,229,266

営業費用 2,206,916 2,175,790 1,609,165 187,805 6,179,677 － 6,179,677

営業利益 557,328 294,543 170,227 27,491 1,049,589 － 1,049,589

　（注）  １．事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。

          ２．各事業区分の主要製品

                          スクリーン印刷用資材　…　印刷用・スクリーン印刷用資材

                          産業用資材            …　産業資材用メッシュ

                          化成品　　　　　　　　…　成形フィルター、金型

                          その他　　　　　　　　…　養殖用金網

 

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

日本
（千円）

北米
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連　　結
（千円）

売上高及び営業損益

売上高

外部顧客に対する売上

高
6,331,189 679,591 218,485 7,229,266 － 7,229,266

セグメント間の内部売

上高又は振替高
417,006 － 351,961 768,967 (768,967) －

計 6,748,195 679,591 570,446 7,998,232 (768,967) 7,229,266

営業費用 5,831,523 675,848 447,349 6,954,720 (775,043) 6,179,677

営業利益 916,672 3,743 123,097 1,043,512 6,077 1,049,589

（注）   １．地域は、地理的近接度により区分しております。

　　　 　２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

　　　　　　　　(1）北　米……米国    (2）その他……アジア
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〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,015,010 679,592 446,606 2,141,208

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 7,229,266

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める

割合（％）
14.0 9.4 6.2 29.6

　（注）  １．地域は、地理的近接度により区分しております。

  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）アジア……中国、韓国、台湾等

　　　　　　(2）北　米……米国、カナダ

　　　　　　(3）その他……ドイツ、英国等

　　 　 　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。
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