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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 45,989 ― 1,753 ― 1,945 ― 1,060 ―

20年3月期第2四半期 51,652 △5.0 5,408 △10.9 5,501 △10.1 2,858 △28.9

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 13.04 ―

20年3月期第2四半期 35.18 35.02

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 99,240 70,530 70.1 855.48
20年3月期 103,388 70,903 67.7 860.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  69,541百万円 20年3月期  69,964百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

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 94,000 △11.2 4,000 △57.8 4,000 △57.0 2,400 △55.7 29.52

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．通期の業績予想につきましては、平成20年4月28日に発表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては４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」及び平成20年10月21日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 なお、上記の予想は、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。 
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 無

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  82,623,376株 20年3月期  82,623,376株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,333,579株 20年3月期  1,332,142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  81,290,631株 20年3月期第2四半期  81,240,636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当社グループの関連市場につきましては、携帯電話・携帯

端末など電子・機能部材関連分野の需要は新興国市場を中心に底堅く推移しました。電子部品用

包装資材関連分野では、半導体業界、電子部品業界共に停滞感が見られ、設備投資も低迷が続き

ました。一般包装資材関連分野は、外食産業など依然需要の伸びは見られず、また、建設資材･

工事関連分野では、公共投資の縮小、住宅着工件数の減少などが続きました。 

このような背景のもとで、当社グループは、国内外での拡販と業務の効率化、生産・調達の合

理化を進め、新製品開発に努めてまいりました。 

しかし、携帯電話用部品の競争激化による価格下落や半導体関連容器の受注減少、また原材料

価格の値上がりなどの影響を受け、減収減益となりました。 

当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高459億89百万円（前年同期比11.0％減）、営

業利益17億53百万円（前年同期比67.6％減）、経常利益19億45百万円（前年同期比64.6％減）、

四半期純利益10億60百万円（前年同期比62.9％減）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。 

①電子・機能部材関連事業につきましては、携帯電話用キーパッドは、数量は伸びたものの価格

下落と低価格品の増加が続き、売上げは減少しました。OA機器用部品は、需要減少や生産調整な

どが響き、売上げは伸び悩みました。インターコネクター、シリコーンゴム成形品及び塩ビコン

パウンドは、売上げは増加しました。 

この結果、売上高は236億26百万円（前年同期比14.0％減）、営業利益は11億42百万円（前年

同期比59.9％減）となりました。 

②包装資材関連事業につきましては、半導体関連容器では、300ｍｍウェーハ輸送容器は堅調に

推移しましたが、200ｍｍ以下の輸送容器及び300ｍｍ工程容器の受注が前年を下回り、売上げは

減少しました。キャリアテープ関連製品は、電子部品業界の需要低迷の影響を受け、売上げは低

調でした。ラップフィルムは、主力の塩ビストレッチフィルム及び新製品等の拡販に努め、売上

げは増加しました。 

この結果、売上高は162億95百万円（前年同期比7.5％減）、営業利益は13億65百万円（前年同

期比54.7％減）となりました。 

③建設資材・工事関連事業他につきましては、塩ビパイプ関連製品は、公共事業の落ち込みによ

り売上げは減少しました。外装材関連製品は、ホームセンタールートが堅調でしたが売上げは前

年並みでした。工事関連事業は、需要の低迷により、売上げは減少しました。 

この結果、売上高は60億66百万円（前年同期比7.6％減）、営業損失は2億81百万円となりまし

た。 

 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本につきましては、インターコネクター及びシリコーンゴム成形品、ラップフィルム関連製

品は売上げが増加しましたが、キーパッド及び半導体関連容器の落ち込みが大きく、また、建設

資材・工事需要の縮小が響き、売上げは減少しました。 

 この結果、売上高は305億47百万円（前年同期比6.7％減）、営業利益は10億99百万円（前年同

期比66.8％減）となりました。 

②アジアにつきましては、キーパッドは、携帯電話・携帯端末市場では数量は伸張しましたが、

価格下落と低価格品の増加で売上げは減少しました。また、OA機器用部品についても顧客の需要

が伸びず、売上げは減少しました。 

この結果、売上高は77億96百万円（前年同期比15.4％減）、営業利益は8億8百万円（前年同期

比63.0％減）となりました。 
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③欧州につきましては、キーパッドは、携帯電話・携帯端末市場における価格下落、及び顧客の

生産調整に伴う受注減少により、売上げは大きく落ち込みました。 

この結果、売上高は40億75百万円（前年同期比25.8％減）、営業利益は1億27百万円（前年同

期比51.7％減）となりました。 

④北米につきましては、キーパッドは、携帯電話・携帯端末市場における価格下落、及び新機種

の立上げの遅れがありました。また、インターコネクターでは、携帯電話用途の落ち込みが大き

く、売上げは減少しました。 

この結果、売上高は35億69百万円（前年同期比14.8％減）、営業利益は43百万円（前年同期比

72.9％減）となりました。 

 

※ 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。

したがいまして、当第２四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とで

は作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権が37億4百万円、有形固定資産が

10億5百万円、それぞれ減少したこと等により、992億40百万円（前連結会計年度末比41億48百

万円減）となりました。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、未払法人税等が11億9百万円、仕入債務が8億

97百万円、未払金が5億54百万円、長期借入金が5億31百万円、それぞれ減少したこと等により、

287億9百万円（前連結会計年度末比37億75百万円減）となりました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、四半期純利益の計上10億60百万円と配当金

の支払6億9百万円等により利益剰余金が3億61百万円増加しましたが、為替換算調整勘定が7億

68百万円減少したこと等により、705億30百万円（前連結会計年度末比3億72百万円減）となり

ました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前

連結会計年度末より6百万円増加し、225億52百万円となりました。 

各活動別のキャッシュ・フローの状況とそ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） 

営業活動による資金の増加額は、39億88百万円となりました。これは、税金等調整前四半期

純利益16億48百万円、減価償却費20億57百万円の計上及び売上債権の減少31億74百万円による

増加とたな卸資産の増加による支出7億52百万円、仕入債務の減少による支出6億39百万円及び

法人税等の支払21億14百万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） 

投資活動による資金の減少額は、主に当社及び生産子会社における有形固定資産の取得によ

る支出18億65百万円、投資有価証券の取得による支出4億42百万円（うち、非連結子会社への

出資3億92百万円）等により、23億88百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少額は、配当金の支払いによる支出6億9百万円、長期借入金の返済

による支出5億31百万円等により、12億83百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経営環境につきましては、米国のサブプライムローンに端を発する世界経済の低迷や

原油価格の乱高下、原材料価格の高騰、金融市場の混乱等により、景気の減速感が強まってま

いりました。このような状況のもとで、当社グループの関連市場につきましては、電子・機能

部材関連分野及び半導体関連分野における価格の下落及び受注の減少、また、一般包装資材関

連分野及び建設資材・工事関連分野における市場の低迷が続くものと予想されます。 

当社グループとしては、国内外での拡販及び経営構造改革に取組み、生産、販売、購買の各

分野での業務改革を推進し、収益力の強化を図ってまいります。 

これらの状況を踏まえ、通期の連結業績は、売上高940億円、営業利益40億円、経常利益40

億円、当期純利益24億円を見込んでおります。 

 

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) 

 ①棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ②法人税等の計上基準 

  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。 

  (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 

  第１四半期連結会計期間より「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）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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、

それぞれ55百万円減少しております。 

 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 

  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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

  これにより、期首の利益剰余金は88百万円減少し、また当第２四半期連結累計期間の営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ4百万円減少しております。 
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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 23,032  22,880

  受取手形及び売掛金 27,099  30,804

  商品及び製品 7,982  7,514

  仕掛品 841  898

  原材料及び貯蔵品 3,447  3,253

  未収入金 2,720  3,495

  繰延税金資産 902  1,093

  その他 478  277

  貸倒引当金 △242  △361

  流動資産合計 66,263  69,856

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 8,869  9,080

   機械装置及び運搬具 6,767  6,651

   土地 6,304  6,739

   建設仮勘定 3,686  3,774

   その他 2,261  2,649

   有形固定資産合計 27,889  28,895

  無形固定資産  

   ソフトウエア 199  210

   その他 30  78

   無形固定資産合計 230  289

  投資その他の資産  

   投資有価証券 1,663  1,486

   繰延税金資産 2,121  2,130

   その他 1,073  730

   投資その他の資産合計 4,857  4,347

  固定資産合計 32,977  33,532

 資産合計 99,240  103,388
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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) 

（負債の部）  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 19,698  20,596

  短期借入金 2,667  2,846

  未払金 249  803

  未払法人税等 524  1,633

  未払費用 1,466  1,527

  賞与引当金 1,190  1,277

  役員賞与引当金 17  30

  その他 476  872

  流動負債合計 26,292  29,588

 固定負債  

  長期借入金 617  1,148

  退職給付引当金 1,381  1,328

  役員退職慰労引当金 －  383

  その他 418  36

  固定負債合計 2,417  2,896

 負債合計 28,709  32,485

（純資産の部）  

 株主資本  

  資本金 11,635  11,635

  資本剰余金 10,469  10,469

  利益剰余金 47,515  47,154

  自己株式 △943  △942

  株主資本合計 68,677  68,317

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 99  114

  為替換算調整勘定 764  1,532

  評価・換算差額等合計 863  1,647

 新株予約権 273  221

 少数株主持分 715  717

 純資産合計 70,530  70,903

負債純資産合計 99,240  103,388
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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:百万円) 

  
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  45,989

売上原価  35,839

売上総利益  10,149

販売費及び一般管理費  8,396

営業利益  1,753

営業外収益  

 受取利息  154

 為替差益  54

 その他  48

 営業外収益合計  257

営業外費用  

 支払利息  39

 通貨スワップ評価損  12

 その他  13

 営業外費用合計  65

経常利益  1,945

特別利益  

 固定資産売却益  9

 投資有価証券売却益  1

 貸倒引当金戻入額  115

 特別利益合計  125

特別損失  

 固定資産除却損  33

 投資有価証券評価損  238

 たな卸資産処分損  151

 特別損失合計  422

税金等調整前四半期純利益  1,648

法人税、住民税及び事業税  623

法人税等調整額  △38

法人税等合計  584

少数株主利益  3

四半期純利益  1,060
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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 1,648

 減価償却費 2,057

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 54

 受取利息及び受取配当金 △166

 支払利息 39

 為替差損益（△は益） △0

 有形固定資産除却損 33

 有形固定資産売却損益（△は益） △9

 売上債権の増減額（△は増加） 3,174

 たな卸資産の増減額（△は増加） △752

 仕入債務の増減額（△は減少） △639

 未払又は未収消費税等の増減額 267

 その他 263

 小計 5,969

 利息及び配当金の受取額 172

 利息の支払額 △39

 法人税等の支払額 △2,114

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,988

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の増減額（△は増加） △138

 有形固定資産の取得による支出 △1,865

 有形固定資産の売却による収入 110

 投資有価証券の取得による支出 △442

 その他 △51

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,388

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） △141

 長期借入金の返済による支出 △531

 配当金の支払額 △609

 その他 △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,283

現金及び現金同等物に係る換算差額 △310

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6

現金及び現金同等物の期首残高 22,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,552
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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） 

 

 

電子・機能 

部材関連事業

(百万円) 

包装資材 

関連事業 

(百万円) 

建設資材・工

事関連事業他

(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 23,626  16,295 6,066 45,989 －  45,989 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  9 423 433 （433） － 

計 23,626  16,305 6,490 46,422 （433） 45,989 

営業利益又は営業損失(△) 1,142  1,365 △281 2,225 （472） 1,753 

(注)１ 事業区分の方法：事業の種類・性質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 

   (1) 電子・機能部材関連事業：キーパッド、インターコネクター、ＯＡ機器用部品、シリコーンゴム成形 

                 品、塩ビコンパウンド 

   (2) 包装資材関連事業：半導体関連容器、キャリアテープ関連製品、ラップフィルム、プラスチックシート 

              関連製品 

   (3) 建設資材・工事関連事業他：塩ビパイプ関連製品、外装材関連製品、建築・店舗の設計・施工、その他 

   

 

【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 

(百万円) 

アジア 

(百万円)

欧州 

(百万円)

北米 

(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 

30,547  7,796 4,075 3,569 45,989  －  45,989 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

5,160  5,263 8 22 10,454  （10,454） － 

計 35,708  13,059 4,083 3,591 56,443  （10,454） 45,989 

営業利益 1,099  808 127 43 2,078  （325） 1,753 

(注)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 

   (1) アジア：シンガポール、香港、マレーシア、中国、インドネシア 

   (2) 欧州：オランダ、ハンガリー 

   (3) 北米：米国、メキシコ 
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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 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 9,522 4,760 3,143 527  17,954 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  45,989 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

20.7 10.4 6.8 1.1  39.0 

(注) 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 

(1) アジア：中国、香港、韓国、マレーシア 

(2) 欧州：ハンガリー、フィンランド 

(3) 北米：米国 

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 

該当事項はありません。 

 

 「参考資料」 

  前年同四半期に係る財務諸表等 

   ①（要約）中間連結損益計算書 

                          （単位：百万円） 

 
科目 

 

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）

Ⅰ 売上高 51,652 

Ⅱ 売上原価 37,268 

  売上総利益 14,384 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,976 

  営業利益 5,408 

Ⅳ 営業外収益 343 

Ⅴ 営業外費用 250 

  経常利益 5,501 

Ⅵ 特別利益 152 

Ⅶ 特別損失 45 

  税金等調整前四半期純利益 5,608 

  税金費用 2,711 

  少数株主利益 38 

  四半期純利益 2,858 
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   ②（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:百万円) 

区分 
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) 

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 5,608

 減価償却費 2,235

 為替差損益（△は益） 138

 売上債権の増減額（△は増加） △506

 たな卸資産の増減額（△は増加） △129

 仕入債務の増減額（△は減少） 219

 その他 △2,191

 小計 5,375

 法人税等の支払額 △2,062

 その他 158

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,471

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 △335

 有形固定資産の取得による支出 △4,206

 その他 46

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,495

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） △885

 長期借入金の返済による支出 △536

 配当金の支払額 △730

 その他 14

 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,734

現金及び現金同等物の期首残高 28,787

現金及び現金同等物の中間期末残高 26,053
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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） 

 

 

電子・機能 

部材関連事業

(百万円) 

包装資材 

関連事業 

(百万円) 

建設資材・工

事関連事業他

(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 27,473  17,614 6,564 51,652 －  51,652 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  6 746 752 （752） － 

計 27,473  17,620 7,310 52,405 （752） 51,652 

営業費用 24,623  14,609 7,278 46,512 （267） 46,244 

営業利益 2,850  3,010 32 5,893 （484） 5,408 

(注)１ 事業区分の方法：事業の種類・性質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 

   (1) 電子・機能部材関連事業：キーパッド、インターコネクター、ＯＡ機器用部品、シリコーンゴム成形 

                 品、塩ビコンパウンド 

   (2) 包装資材関連事業：半導体関連容器、キャリアテープ関連製品、ラップフィルム、プラスチックシート 

              関連製品 

   (3) 建設資材・工事関連事業他：塩ビパイプ関連製品、外装材関連製品、建築・店舗の設計・施工、その他 

 

 【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 

(百万円) 

アジア 

(百万円)

欧州 

(百万円)

北米 

(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 

32,751  9,216 5,495 4,189 51,652  －  51,652 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

5,346  5,733 － 23 11,103  （11,103） － 

計 38,098  14,950 5,495 4,212 62,756  （11,103） 51,652 

営業費用 34,790  12,767 5,231 4,052 56,841  （10,597） 46,244 

営業利益 3,307  2,183 263 160 5,914  （506） 5,408 

(注)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 

   (1) アジア：シンガポール、香港、マレーシア、中国、インドネシア 

   (2) 欧州：オランダ、ハンガリー 

   (3) 北米：米国、メキシコ 
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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 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,588 5,932 4,167 577  22,266 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  51,652 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

22.4 11.5 8.1 1.1  43.1 

(注) 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 

(1) アジア：中国、香港、マレーシア 

(2) 欧州：ハンガリー、ドイツ、フィンランド 

(3) 北米：米国 

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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