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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 43,434 ― 825 ― 747 ― 418 ―

20年3月期第3四半期 42,285 9.3 848 △10.4 767 △12.0 601 19.4

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3四半期 48.98 ―

20年3月期第3四半期 70.41 ―

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3四半期 24,297 5,412 22.1 629.17
20年3月期 23,402 5,504 23.4 640.30

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,378百万円 20年3月期  5,473百万円

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 ― 12.50 20.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 16.00

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  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

通期 55,000 △3.3 900 △17.4 800 △15.2 455 △35.4 53.23

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〔定性情報・財務諸表等]４．その他（２）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、3ページ〔定性情報・財務諸表等]４．その他（３）をご覧下さい。  

(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10月24日に公表いたしました通期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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。なお、上記予想に関する事項は、２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」をご覧下さい。 
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。又、「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3四半期  8,550,000株 20年3月期  8,550,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,550株 20年3月期  1,550株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  8,548,450株 20年3月期第3四半期  8,549,200株



 当第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日～平成20年12月31日）におけるわが国の経済は、後半、欧米における

金融危機が深刻化し、世界経済が減速するなか、株式相場が暴落し、急激な円高が進行する等の大きな影響を受けま

した。又、輸出の鈍化が企業収益を圧迫し、設備投資の減少、個人消費の低迷等景気の後退が鮮明になりました。こ

のような経済情勢下、当社グループは新規顧客の開拓、従来顧客との深耕に努めてまいりましたが、当社グループを

取り巻く合成樹脂業界におきましては、合成樹脂原料の基礎原料であるエチレンの当第３四半期連結会計期間（平成

20年10月1日～平成20年12月31日）における生産量は1,574.4千トンと前年同期間比20.5％の減少となりました。これ

は誘導品である石油化学製品の需要が大幅に減退したためであります。特に12月のエチレンの生産量は経済産業省が

データを取り始めた1990年以来、最低の稼働率の508.2千トンで前年同月比24.0％減となりました。このような環境

下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は43,434百万円、営業利益は825百万円、経常利益は747百万

円、四半期純利益は418百万円となりました。 

 なお、事業の種類別セグメントに関しては、当社グループの取扱商品は合成樹脂関連に集約しているため、当該事

業以外に事業の種類がなくセグメント別には分類しておりません。 

 所在地別セグメントの業績は以下の通りであります。 

 ①日本 

 当第３四半期連結会計期間の後半においては、合成樹脂原料価格が下落傾向にあったものの、比較的好調な業績を

維持できた当社グループの得意先向け販売を確保したこと等により当第３四半期連結累計期間において売上高は

37,542百万円、営業利益は740百万円となりました。  

 ②アジア 

 引き続き好調を維持した海外取引先向け輸出に支えられ、順調に伸展させることが出来、当第３四半期連結累計期

間において売上高は5,892百万円、営業利益は85百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は24,297百万円となり、前連結会年度末に比べ894百万円の増加となりまし

た。その要因は、現金及び預金を主とした流動資産の増加額1,234百万円及び投資有価証券を主とした固定資産の  

減少額340百万円によるものであります。又、負債合計は18,885百万円となり、前連結会計年度末に比べ987百万円 

の増加となりました。その要因は支払手形及び買掛金を主とした流動負債の増加額572百万円及び長期借入金を主と

した固定負債の増加額415百万円によるものであります。純資産の部は前連結会計年度末より92百万円減少し、5,412

百万円となりました。その要因は利益剰余金が243百万円増加したものの株価の下落によりその他有価証券評価差額

金が297百万円減少したこと等によるものであります。その結果自己資本比率は22.1％となりました。 

 (キャッシュフローの状況）   

  当第３四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、前連結会計年度末比べ 

 1,939百万円増加し、3,626百万円になりました。当第３四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは以下 

 の通りであります。 

（営業活動によるよるキャッシュ・フロー）  

  営業活動により得られた資金は2,058百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益734百万円、 

 売上債権の減少額555百万円、仕入債務の増加額1,157百万円等があった結果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） 

  投資活動により使用した資金は47百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支出86百万円等が

あった一方、投資有価証券の売却による収入21百万円等があった結果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） 

    財務活動により使用した資金は19百万円となりました。これは主に長期借入金の借入による収入600百万円等が 

   あった一方、長期借入金の返済による支出389百万円、社債の償還による支出100百万円、配当金の支払額175百万

   円等があった結果によるものであります。  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 米国のサブプラムローン問題に端を発した金融不安や株価低迷等が全世界に影響を及ぼし、わが国経済も７年近く

好調であった景気に終止符を打ち、雇用調整や大幅な生産調整、輸出の減退等の景気減速が鮮明になってきました。

 このような環境下、自動車・OA機器・家電メーカー等の減産の影響も受けて、合成樹脂業界も平成20年の１～12月

のエチレンの生産量が6,880千トンと平成19年比11.1％減と大幅な減産となっております。当社グループにおきまし

ても上述のメーカーにおける減産の影響から受注が大幅に悪化してきており、先行き不透明であることから、第３四

半期までは当初のほぼ予想通りの業績で推移してきているものの、1ページの通り連結業績予想を変更いたします。 

  



該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

    固定資産の年度中の取得、売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分す

る方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。 

②一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③たな卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

④税金費用の計算  

    連結財務諸表における重要性が乏しい連結子会社については、経営環境に著しい変化が発生しておらず、一

時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変更がないため、四半期財務諸表における税金費用の計算に

あたり、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計

算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 

①税金費用の計算 

    当第３四半期連結会計期間を含む当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（累計期間）に当該見積り実効税率を乗じて計算する方法によってお

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。 

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） 

（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 

（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、主として先入先出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、主として先入先出法による原価法（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３四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

28,086千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。 

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）を適用しております。 

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

④リース取引に関する会計基準等の適用 

   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））を平

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、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。又、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。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結会計期間末の貸借対照表においてリース資

産が有形固定資産に31,223千円、無形固定資産に38,906千円計上されており、当第３四半期連結累計期間の営

業利益が663千円増加、経常利益、税金等調整前四半期純利益は、それぞれ436千円、1,412千円減少しており

ます。 

   なお、セグメント情報に与える影響は、軽微であります。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,686,591 1,783,115

受取手形及び売掛金 17,291,219 17,925,002

商品及び製品 887,808 931,527

仕掛品 6,883 21,398

原材料及び貯蔵品 39,576 33,376

繰延税金資産 86,733 79,335

その他 289,689 280,256

貸倒引当金 △38,530 △38,994

流動資産合計 22,249,971 21,015,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 663,557 658,347

減価償却累計額 △388,343 △370,452

建物及び構築物（純額） 275,214 287,894

機械装置及び運搬具 187,799 188,039

減価償却累計額 △159,531 △156,323

機械装置及び運搬具（純額） 28,268 31,715

工具、器具及び備品 104,965 97,742

減価償却累計額 △86,961 △82,191

工具、器具及び備品（純額） 18,003 15,550

土地 220,690 220,690

リース資産 34,863 －

減価償却累計額 △3,639 －

リース資産（純額） 31,223 －

有形固定資産合計 573,400 555,851

無形固定資産   

リース資産 38,906 －

その他 8,630 33,807

無形固定資産合計 47,537 33,807

投資その他の資産   

投資有価証券 998,761 1,461,149

差入保証金 180,468 179,981

繰延税金資産 106,227 20,659

破産更生債権等 57,449 80,381

その他 144,496 139,319

貸倒引当金 △60,592 △83,297

投資その他の資産合計 1,426,810 1,798,193

固定資産合計 2,047,748 2,387,852

資産合計 24,297,719 23,402,870



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 14,897,172 13,816,050

短期借入金 2,416,424 2,352,907

1年内返済予定の長期借入金 186,000 426,000

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 59,614 324,777

賞与引当金 63,311 98,946

その他 234,494 166,139

流動負債合計 17,857,018 17,284,821

固定負債   

長期借入金 576,500 126,000

退職給付引当金 164,211 147,541

役員退職慰労引当金 24,786 20,015

繰延税金負債 117,840 230,872

その他 145,295 88,899

固定負債合計 1,028,632 613,329

負債合計 18,885,650 17,898,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 793,050 793,050

資本剰余金 721,842 721,842

利益剰余金 3,807,014 3,563,547

自己株式 △919 △919

株主資本合計 5,320,986 5,077,520

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,977 369,774

繰延ヘッジ損益 △9,841 △1,760

為替換算調整勘定 △4,684 28,007

評価・換算差額等合計 57,451 396,022

少数株主持分 33,630 31,178

純資産合計 5,412,069 5,504,720

負債純資産合計 24,297,719 23,402,870



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 43,434,102

売上原価 40,871,839

売上総利益 2,562,263

販売費及び一般管理費  

運賃 127,909

役員報酬 90,990

給料 496,797

賞与 117,315

賞与引当金繰入額 56,852

退職給付費用 26,911

役員退職慰労引当金繰入額 4,005

福利厚生費 128,917

旅費及び交通費 66,785

賃借料 164,291

支払手数料 85,655

租税公課 20,512

減価償却費 33,297

のれん償却額 25,000

その他 291,694

販売費及び一般管理費合計 1,736,937

営業利益 825,325

営業外収益  

受取利息 2,031

受取配当金 30,113

仕入割引 1,848

持分法による投資利益 14,531

その他 4,678

営業外収益合計 53,202

営業外費用  

支払利息 47,355

手形売却損 17,864

手形流動化手数料 11,191

為替差損 46,188

その他 8,861

営業外費用合計 131,461

経常利益 747,066

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8,249

特別利益合計 8,249



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

特別損失  

固定資産売却損 8

固定資産除却損 735

投資有価証券売却損 11,811

投資有価証券評価損 7,035

リース会計基準の適用に伴う影響額 975

特別損失合計 20,566

税金等調整前四半期純利益 734,750

法人税等 311,337

少数株主利益 4,702

四半期純利益 418,710



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 734,750

減価償却費 73,332

投資有価証券売却損益（△は益） 11,811

投資有価証券評価損益（△は益） 7,035

固定資産売却損益（△は益） 8

固定資産除却損 735

リース会計基準の適用に伴う影響額 975

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,168

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,634

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,669

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,770

受取利息及び受取配当金 △32,144

支払利息 47,355

売上債権の増減額（△は増加） 555,662

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,065

仕入債務の増減額（△は減少） 1,157,643

為替差損益（△は益） 31,192

破産更生債権等の増減額（△は増加） 22,931

持分法による投資損益（△は益） △14,531

その他 32,791

小計 2,632,252

利息及び配当金の受取額 32,144

利息の支払額 △44,992

法人税等の支払額 △561,276

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,058,126

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 △36,058

定期預金の払戻による収入 72,057

有形固定資産の取得による支出 △18,112

有形固定資産の売却による収入 58

無形固定資産の取得による支出 △216

投資有価証券の取得による支出 △86,449

投資有価証券の売却による収入 21,944

貸付けによる支出 △2,000

貸付金の回収による収入 2,096

差入保証金の回収による収入 1,749

差入保証金の差入による支出 △2,499

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,429



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） 63,648

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △389,500

社債の償還による支出 △100,000

リース債務の返済による支出 △16,087

配当金の支払額 △175,195

少数株主への配当金の支払額 △2,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,383

現金及び現金同等物に係る換算差額 △51,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,939,475

現金及び現金同等物の期首残高 1,687,087

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,626,562



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  当社及び連結子会社の事業は合成樹脂関連商品の販売等を事業内容としており、単一事業のため、事業の種類

別セグメント情報の記載をしておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）の所在地別セグメントは以下の通り

であります。  

（注）１．国又は地域は地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

アジア・・・中国、香港、シンガポール、フィリピン、ベトナム  

３．会計処理の方法の変更 

    （棚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．その他（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」②に記載の通り、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、営業利益が、日本で23,605千円、アジアで4,480千円それぞれ減少してお

ります。 

  

 
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

計 

（千円）  

消去又は 

全社 

（千円）  

連結 

（千円）  

売上高 

（１）外部顧客に 

対する売上高 

（２）セグメント間

の内部売上高 

又は振替高   

 

 

 

  

37,542,065

    

784,488

 

 

 

 

5,892,036

    

57,325

 

 

 

 

43,434,102

    

841,814

 

 

 

  

－

    

△841,814

 

 

 

 

43,434,102

    

－

計  38,326,554  5,949,362  44,275,916  △841,814  43,434,102

営業利益   740,343  85,623  825,967  △641  825,325



当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）の海外売上高は以下の通りでありま

す。   

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りであります。 

（１）アジア・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、タイ、インドネシア、  

ベトナム、パキスタン 

（２）その他・・・・米国、ブラジル 

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。 

  

〔海外売上高〕 

   アジア その他 計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  7,707,321  39,491  7,746,812

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －    43,434,102

 Ⅲ 連結売上高に占める海外 

   売上高の割合（％） 
 17.7  0.1  17.8

（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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） ）  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  42,285,541

Ⅱ 売上原価  39,663,910

売上総利益  2,621,631

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,772,951

営業利益  848,679

Ⅳ 営業外収益  45,092

Ⅴ 営業外費用  126,472

経常利益  767,299

Ⅵ 特別利益  327,934

Ⅶ 特別損失  44,038

税金等調整前四半期純利益  1,051,196

税金費用  445,165

少数株主損益   4,102

四半期純利益  601,928



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税金等調整前四半期純利益  1,051,196

 減価償却費  113,026

 固定資産除却損  7,375

 固定資産売却益 △327,934

 固定資産売却損  17,667

 貸倒引当金の増加額   26,322

 賞与引当金の減少額 △35,413

 退職給付引当金の減少額 △2,926

 役員退職慰労引当金の増加額  50

 受取利息及び受取配当金 △31,737

 支払利息  53,783

 売上債権の増加額 △492,688

 たな卸資産の増加額 △290,207

 仕入債務の増加額  45,112

 破産更生債権等の増加額 △18,629

 為替差益 △5,133

 持分法による投資損失  21,413

 その他  150,990

小計  282,266

 利息及び配当金の受取額  31,737

 利息の支払額 △52,084

 法人税の支払額 △397,650

営業活動によるキャッシュ・フロー △135,731



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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 △36,028

有形固定資産の取得による支出 △43,559

有形固定資産の売却による収入   1,121,900

無形固定資産の取得による支出 △60

投資有価証券の取得による支出 △62,329

投資有価証券の売却による収入   3,164

貸付金の回収による収入  1,713

差入保証金の回収による収入   23,213

差入保証金の差入による支出  △120,869

投資活動によるキャッシュ・フロー  887,144

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純減少額  △649,017

長期借入金の返済による支出 △147,490

社債の償還による支出  △100,000

配当金の支払額 △149,611

少数株主への配当金の支払額  △1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,047,618

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  902

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △295,303

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,559,222

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期期末残高  3,263,919



 前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）において、当社及び連結子会社の

事業は合成樹脂関連商品の販売等を事業内容としており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報の記

載をしておりません。  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）において、本邦の売上高の金額は

全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記載を省略しており

ます。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日）の海外売上高は以下のとおりであ

ります。 

（注）１．各区分に属する国又は地域の内訳は次の通りです。  

（１）アジア・・・・・中国、香港、台湾、フィリピン、マレーシア、 タイ、インドネシア、 

ベトナム、パキスタン  

（２）その他・・・・・米国、ブラジル  

２．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。  

  

  アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  5,972,166  67,308  6,039,475

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  42,285,541

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の 

    割合（％） 
 14.1  0.2  14.3
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