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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 16,030 ― △644 ― △672 ― △1,183 ―

20年12月期第1四半期 22,695 △4.6 △236 ― △327 ― △309 ―

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12月期第1四半期 △19.30 ―

20年12月期第1四半期 △5.05 ―

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12月期第1四半期 88,681 30,827 34.8 503.04
20年12月期 95,962 32,333 33.7 527.48

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  30,827百万円 20年12月期  32,333百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  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

第2四半期 
連結累計期間

39,500 △9.1 △50 ― △100 ― △300 ― △4.89

通期 86,500 △1.3 1,100 ― 1,000 ― 400 ― 6.53
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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）  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 

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12月期第1四半期 62,074,351株 20年12月期  62,074,351株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  791,022株 20年12月期  776,795株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 61,292,584株 20年12月期第1四半期 61,334,695株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機の拡大により、企業収益の大幅な減少や設

備投資の抑制、雇用情勢の悪化に伴う個人消費の低迷等を受けて、極めて厳しい状況で推移しました。 

 このような状況の下、当社グループでは、原材料価格は低下傾向で推移したものの、製品の先安感が増したことに

よる買い控えや自動車・電子材料を始めとする各産業界における需要の急激な減少、住宅着工戸数の落ち込み等の影

響を受けました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は160億３千万円となり前年同期と比べて29.4％減少しました。営業

損失は６億４千４百万円となり、前年同期と比べて４億８百万円増加しました。経常損失は６億７千２百万円とな

り、前年同期と比べて３億４千４百万円増加し、第１四半期純損失は11億８千３百万円となりました。 

  

 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。 

  

〔合成樹脂事業部門〕 

 原材料価格が低下傾向で推移する状況の下、販売数量と製品価格の維持に努めましたが、産業資材フィルムを中心

に販売数量が大幅に減少したため、売上高は、107億３千４百万円となり前年同期と比べて23.7％減少しました。 

 一方、営業利益は、原料価格の大幅ダウンにより、一定の成果を上げることができたため、６億３千８百万円とな

り、前年同期と比べて４億８千５百万円増加しました。 

  

〔新規材料事業部門〕 

 電子材料や自動車等の市場環境が悪化する状況の下、更なるコストダウンと販売数量の維持に取り組みましたが、

売上高及び利益面で、苦戦しました。 

 この結果、売上高は24億８千８百万円となり、前年同期と比べて48.0％減少し、営業損失は１億８千１百万円(前年

同期は１億２千４百万円の営業利益)となりました。 

  

〔建材事業部門〕 

 景気の先行き不透明感などを背景に住宅着工戸数が前年を大幅に下回る水準で推移する状況の下、新設備によるパ

ーティクルボードの安定した生産体制の確立と拡販に注力しましたが、売上高及び利益面で、厳しい状況が続きまし

た。 

 この結果、売上高は18億６千４百万円となり、前年同期と比べて36.8％減少し、営業損失は７億４千９百万円とな

り、前年同期と比べて６億２千９百万円増加しました。 

  

〔その他の事業部門〕 

 当事業部門の売上高は９億４千２百万円となり、前年同期と比べて5.2％増加し、営業利益は１百万円となり、前年

同期と比べて７千３百万円減少しました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ72億８千万円減少し886億８千１百万円となりま

した。その主な内訳は、受取手形及び売掛金など流動資産の減少64億６千万円及び投資その他の資産など固定資産の

減少８億１千９百万円によるものであります。 

 一方、負債につきましては、支払手形及び買掛金など流動負債の減少47億４百万円、長期借入金など固定負債の減

少10億７千万円により、前連結会計年度末に比べ57億７千５百万円減少し578億５千３百万円となりました。 

 また、純資産は、利益剰余金の減少11億８千３百万円などにより、前連結会計年度末に比べ15億５百万円減少し、

308億２千７百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.1ポイント上昇し、34.8％となりました。 
  

・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
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(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度

末に比べ12億８百円減少(10.6％減)し、当第１四半期連結会計期間末には102億４百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動により減少した資金は32億２千６百万円となりました。 

 主な内容は売上債権の減少額36億８千６百万円、減価償却費13億２千８百万円、たな卸資産の減少額10億５千９百

万円による資金の増加と、仕入債務の減少額78億３千３百万円、税金等調整前四半期純損失10億３百万円による資金

の減少であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果減少した資金は、11億６百万円となりました。 

 これは主に新規材料事業の光学フィルムの生産設備などの有形固定資産の取得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) 

 財務活動の結果増加した資金は、30億８千４百万円となりました。 

 これは、主に短期借入金の純増33億７千５百万円によるものであります。 

  

世界経済の先行きは不透明で当社グループを取り巻く環境は大変厳しいと予想されますが、第２四半期連結会計期

間及び通期の見通しについては、本年２月23日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第１四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。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却については、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しております。 

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。 
  

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棚卸資産については、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、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日公表分）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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業損失及び経常損失が115百万円、税金等調整前四

半期純損失が401百万円それぞれ増加しております。 

 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. 連結業績予想に関する定性的情報

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
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③ 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されたことに伴い、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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。 

 なお、この変更が損益に与える影響はありません。 
  

（追加情報） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期間よ 

り、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 この変更により、当第１四半期連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ 

れ41百万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。 

（賞与引当金） 

 当第１四半期連結会計期間においては、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当第１四半期連結

会計期間に属する額を賞与引当金として計上しております。 

 なお、前連結会計年度においては、前連結会計年度に属する従業員への賞与支払額は確定しており、かつその

全額を前連結会計年度末までに支給しているため賞与引当金は計上しておりません。 
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,214 11,423 

受取手形及び売掛金 15,627 19,353 

商品及び製品 5,099 5,606 

仕掛品 756 632 

原材料及び貯蔵品 3,666 4,266 

販売用不動産 151 227 

繰延税金資産 43 48 

その他 2,090 2,557 

貸倒引当金 △151 △157 

流動資産合計 37,498 43,959 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,176 19,359 

機械装置及び運搬具（純額） 13,681 13,537 

土地 7,635 7,635 

建設仮勘定 3,191 3,479 

その他（純額） 443 451 

有形固定資産合計 44,128 44,463 

無形固定資産 277 278 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,678 6,215 

繰延税金資産 137 146 

その他 1,095 991 

貸倒引当金 △134 △92 

投資その他の資産合計 6,777 7,261 

固定資産合計 51,183 52,003 

資産合計 88,681 95,962 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,806 21,640 

短期借入金 17,110 13,735 

1年内返済予定の長期借入金 836 336 

リース債務 540 555 

未払法人税等 174 501 

賞与引当金 310 － 

設備関係支払手形 2,303 2,511 

その他 5,341 5,847 

流動負債合計 40,423 45,128 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年３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12月31日) 

固定負債   

長期借入金 11,748 12,386 

リース債務 2,367 2,503 

繰延税金負債 601 817 

退職給付引当金 2,141 2,192 

役員退職慰労引当金 182 176 

その他 387 423 

固定負債合計 17,429 18,500 

負債合計 57,853 63,629 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,619 8,619 

資本剰余金 9,068 9,068 

利益剰余金 13,060 14,243 

自己株式 △396 △393 

株主資本合計 30,352 31,538 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 476 795 

繰延ヘッジ損益 △0 △0 

評価・換算差額等合計 475 794 

純資産合計 30,827 32,333 

負債純資産合計 88,681 95,962 
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 16,030 

売上原価 14,629 

売上総利益 1,400 

販売費及び一般管理費  

販売手数料 7 

運送費及び保管費 517 

給料 516 

賞与引当金繰入額 62 

役員報酬 52 

退職給付費用 36 

役員退職慰労引当金繰入額 6 

減価償却費 34 

研究開発費 286 

貸倒引当金繰入額 35 

その他 490 

販売費及び一般管理費合計 2,045 

営業損失（△） △644 

営業外収益  

受取利息 7 

受取配当金 3 

受取ロイヤリティー 26 

為替差益 42 

雑収入 89 

営業外収益合計 169 

営業外費用  

支払利息 157 

債権売却損 19 

雑損失 20 

営業外費用合計 197 

経常損失（△） △672 

特別利益  

固定資産売却益 0 

特別利益合計 0 

特別損失  

たな卸資産評価損 286 

固定資産売却損 16 

投資有価証券評価損 2 

特別退職金 25 

特別損失合計 331 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,003 

法人税、住民税及び事業税 166 

法人税等調整額 13 

法人税等合計 180 

四半期純損失（△） △1,183 
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △1,003 

減価償却費 1,328 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 

賞与引当金の増減額（△は減少） 310 

受取利息及び受取配当金 △11 

支払利息 157 

為替差損益（△は益） △53 

投資有価証券評価損益（△は益） 2 

固定資産除売却損益（△は益） 16 

売上債権の増減額（△は増加） 3,686 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,059 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10 

仕入債務の増減額（△は減少） △7,833 

未払消費税等の増減額（△は減少） 45 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △618 

その他 361 

小計 △2,573 

利息及び配当金の受取額 11 

利息の支払額 △191 

法人税等の支払額 △472 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,226 

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 △1,110 

有形固定資産の売却による収入 60 

投資有価証券の取得による支出 △1 

投資有価証券の売却による収入 0 

貸付けによる支出 △46 

貸付金の回収による収入 6 

その他 △15 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,106 

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） 3,375 

長期借入金の返済による支出 △137 

リース債務の返済による支出 △150 

自己株式の取得による支出 △2 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,084 

現金及び現金同等物に係る換算差額 39 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,208 

現金及び現金同等物の期首残高 11,413 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,204 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １．事業区分は、製品の種類、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な製品及び事業内容は次のとおりであります。 

(1) 合成樹脂事業  ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム等  

(2) 新規材料事業  光学機能性フィルム等 

(3) 建材事業    加工合板、パーティクルボード、加工ボード、住設機器等 

(4) その他の事業  ホテル事業、宅地造成及び建物建築事業、情報処理システム開発事業及び不動産賃貸 

          事業等 

３．会計処理方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 「四半期連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項等の変更」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と比較して、営業利益が合成樹脂事業で58百万円減少、その他 

の事業で15百万円増加し、営業損失が新規材料事業で20百万円、建材事業で51百万円それぞれ増加しており 

ます。 

４．追加情報 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期連結会計期 

間より、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、営業利益が合成樹脂事業で１百万円、その他の事 

業で１百万円それぞれ減少し、営業損失が建材事業で38百万円増加しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(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】

合成樹脂 
事業 

(百万円)

新規材料 
事業 

(百万円)

建材事業 
  

(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)

売上高

 (1)外部顧客に対する 
   売上高

10,734 2,488 1,864 942 16,030 ― 16,030

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1 0 45 117 164 (164) ―

計 10,736 2,488 1,910 1,059 16,195 (164) 16,030

営業利益又は 
営業損失(△)

638 △181 △749 1 △290 (354) △644

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前第１四半期連結累計期間(平成20年１月１日～平成20年３月31日) 

 
  

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期 
(平成20年12月期第１四半期)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 22,695

Ⅱ 売上原価 20,458

  売上総利益 2,236

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,472

  営業損失(△) △ 236

Ⅳ 営業外収益 124

Ⅴ 営業外費用 216

  経常損失(△) △ 327

Ⅵ 特別利益 22

Ⅶ 特別損失 68

  税金等調整前四半期純損失(△) △ 373

  法人税、住民税及び事業税 151

  法人税等調整額 △ 215

  四半期純損失(△) △ 309
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前第１四半期連結累計期間(平成20年１月１日～平成20年３月31日) 

 
  

(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12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(△) △ 373

   減価償却費 1,226

   貸倒引当金の増加額（△減少額） 0

   退職給付引当金の減少額 △ 29

   役員退職慰労引当金の減少額 △ 155

   受取利息及び受取配当金 △ 38

   支払利息 112

   為替差損 56

   投資有価証券売却益 △ 22

   固定資産売却益 △ 0

   固定資産除売却損 65

   売上債権の減少額 2,958

   たな卸資産の減少額（△増加額） △ 142

   その他流動資産の減少額（△増加額） △ 517

   仕入債務の減少額 △ 3,941

   未払消費税等の増加額（△減少額） △ 185

   その他流動負債の増加額（△減少額） △ 9

   その他 △ 50

        小計 △ 1,045

   利息及び配当金の受取額 38

   利息の支払額 △ 21

   法人税等の支払額 △ 276

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,305

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 △ 1,431

   有形固定資産の売却による収入 67

   投資有価証券の取得による支出 △ 1

   投資有価証券の売却による収入 27

   貸付金の回収による収入 7

   その他 △ 14

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,345

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（△純減少額） △ 770

   長期借入れによる収入 1,000

   長期借入金の返済による支出 △ 37

   自己株式の取得による支出 △ 1

   配当金の支払額 △ 460

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 268

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 56

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △ 2,976

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,725

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,748
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【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20年１月１日 至 平成20年３月31日) 

 
  

(3) セグメント情報

合成樹脂 
事業 

(百万円)

新規材料 
事業 

(百万円)

建材事業 
  

(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)

売上高

 (1)外部顧客に対する 
   売上高

14,064 4,787 2,948 896 22,695 ― 22,695

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － 0 141 141 (141) ―

計 14,064 4,787 2,948 1,037 22,837 (141) 22,695

営業利益又は 
営業損失(△)

152 124 △ 119 75 232 (468) △ 236
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