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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 15,137 △33.6 37 △96.4 182 △81.6 △210 ―

21年3月期第1四半期 22,782 ― 1,046 ― 988 ― 551 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.59 ―

21年3月期第1四半期 6.78 6.78

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

22年3月期第1四半期 84,942 63,705 73.9 771.82
21年3月期 85,914 63,213 72.5 766.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  62,739百万円 21年3月期  62,298百万円

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  

平成22年３月期の配当予想額は未定とさせていただきます。なお、当該理由は２ページ「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」に記載し
ております。 

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

21年3月期 ― 7.50 ― 4.50 12.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
平成22年３月期第２四半期連結累計期間及び平成22年３月期通期の連結業績予想につきましては、現時点で合理的な業績予想の算定が困難なため、記
載しておりません。なお、当該理由は５ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」に記載しております。 
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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）  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、５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、５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 

当社では、株主の皆様への収益還元は最重要課題と考えております。 
しかしながら、平成22年３月期の配当予想額につきましては、現段階では、合理的な業績予想の算定が困難であることから未定とさせていただきます。 
なお、配当予想額の開示が可能となり次第、速やかに開示いたします。 

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） 22年3月期第1四半期 82,623,376株 21年3月期  82,623,376株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,334,676株 21年3月期  1,334,316株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 81,288,860株 21年3月期第1四半期 81,291,071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１四半期における当社グループを取り巻く市場環境は、昨年来の米国発の金融危機により、

世界的な需要の収縮など景気後退局面が続き、家電、自動車などで一部復調の動きが見られたも

のの、企業の設備投資の低迷などが続き全体として厳しい事業環境で推移しました。 

このような背景のもとで、当社グループは、国内外での販売活動を積極的に展開し、同時に固

定費削減などコスト低減に努めてまいりました。しかし、電気・電子機器、半導体、自動車など

幅広い産業における生産調整や設備投資抑制などの影響により、当社における電子・機能部材関

連製品及び半導体関連製品の受注が大きく減少しました。一部増産に転ずる製品もありましたが、

低水準のまま一進一退が続き、業績は前年を大きく下回りました。 

この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高151億37百万円（前年同期比33.6％減）、営業

利益37百万円（前年同期比96.4％減）、経常利益1億82百万円（前年同期比81.6％減）、四半期

純損失2億10百万円（前第１四半期は四半期純利益5億51百万円）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。 

①電子・機能部材関連事業 

 キーパッドは、携帯電話用及び車載用ともに受注数量が減少し、携帯電話用キーパッドでは単

価下落も続きました。インターコネクターは携帯電話用の受注減少が続き、またOA機器用部品は

生産調整の影響を受け低調でした。シリコーンゴム成形品、塩ビコンパウンドも厳しい状況が続

きました。 

この結果、売上高は78億73百万円（前年同期比31.7％減）、営業利益は1億25百万円（前年同

期比79.0％減）となりました。 

②包装資材関連事業 

 半導体関連容器は、需要回復の兆しも見えはじめたものの、依然として厳しい状況が続きまし

た。キャリアテープ関連製品は 悪期は脱したものの、低水準にとどまりました。食品用ラッピ

ングフィルムは新製品も寄与し前年並みとなりました。プラスチックシート関連製品は、自動車

関連の海外需要の急激な落込みの影響が続きました。 

この結果、売上高は50億50百万円（前年同期比39.0％減）、営業利益は57百万円（前年同期比

93.2％減）となりました。 

③建設資材・工事関連事業他 

 塩ビパイプ関連製品は、公共投資の縮小など需要の低迷により厳しい状況が続きました。外装

材関連製品は、住宅着工件数など需要の落込みの影響を受けました。工事関連事業は、建設業界

の低迷が大きく響きました。 

この結果、売上高は22億13百万円（前年同期比25.8％減）、営業利益は27百万円（前第１四半

期は営業損失1億59百万円）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 

 半導体関連容器は前年を大きく下回りました。建設資材・工事関連事業では塩ビパイプ、工事

が低調でした。 

 この結果、売上高は110億4百万円（前年同期比27.3％減）、営業利益は2億46百万円（前年同

期比63.8％減）となりました。 

②アジア 

 OA機器用部品、半導体関連容器、キャリアテープ関連製品は、生産調整など業界の需要急減が

響き、全体に伸び悩みました。 

この結果、売上高は26億41百万円（前年同期比28.3％減）、営業利益は1億12百万円（前年同
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期比67.2％減）となりました。 

③欧州 

 携帯電話用キーパッドの価格下落及び受注減少などにより、厳しい状況が続きました。 

この結果、売上高は8億25百万円（前年同期比62.0％減）、営業損失は64百万円（前第１四半

期は営業利益45百万円）となりました。 

④北米 

 キーパッドは携帯電話用で価格下落と需要減少の影響を受け、車載用も北米自動車市場の低迷

の影響を大きく受けました。 

 この結果、売上高は6億66百万円（前年同期比62.8％減）、営業損失は42百万円（前第１四半

期は営業利益12百万円）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、現金・預金が14億59百万円増

加しましたが、売上債権が9億69百万円、たな卸資産が7億59百万円、未収入金が6億86百万円

それぞれ減少したこと等により、849億42百万円（前連結会計年度末比9億71百万円減）となり

ました。 

（負債） 

 当第１四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ、仕入債務が7億52百万円、賞与

引当金が6億60百万円それぞれ減少したこと等により、212億37百万円（前連結会計年度末比14

億64百万円減）となりました。 

（純資産） 

当第１四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ、為替換算調整勘定が9億23百

万円、その他の有価証券評価差額金が94百万円それぞれ増加し、また当四半期純損失の計上及

び配当金の支払により利益剰余金が5億76百万円減少したこと等により、637億5百万円（前連

結会計年度末比4億92百万円増）となりました。 

 ②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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末より4億71百万円増加し、225億30百万円となりました。 

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、18億15百万円となりました。これは、売上債権の減少12億

68百万円及びたな卸資産の減少9億31百万円による資金の増加と税金等調整前四半期純利益2億

5百万円、減価償却費7億円の計上による増加のほか、仕入債務の減少による支出10億46百万円

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３ヶ月を超える定期預金の預入による支出9億87百万

円、長期貸付けによる支出2億40百万円、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1億88百万円等により、13億68百万円となりました。 

（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3億65百万円等により、4億8百

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 

   当社主要製品の市場は、昨年来の金融危機により、世界的な需要の収縮など景気後退局面が続き、 

  家電、自動車などで一部復調の動きが見られるものの、今なお先行き不透明な状況が続いております。 

   当社主力製品については 悪期は脱したかに見えますが、単発的で短納期のオーダーが主体で、 

  継続的な受注回復に至らず極めて不安定な状況にあります。また、当社主力製品の需要は例年期後 

  半に偏ることも加わり、現時点において需要の見込み（回復の時期、水準）が予想できない状況で 

  あり、合理的な業績予想の算定が困難であることから、第２四半期及び通期の業績予想は当四半期 

  においても未定とさせていただきます。 

   当社といたしましては、積極的な販売活動と一層のコスト低減など、あらゆる努力を傾注して 

  業績向上に努めてまいります。 

   なお、業績予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします 

 

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 

  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

の実地棚卸残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。 

  また、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法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  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。 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用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完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計

期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確

実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その

他の工事については工事完成基準を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 
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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：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,832 22,373

受取手形及び売掛金 19,218 20,188

商品及び製品 6,943 7,551

仕掛品 498 530

原材料及び貯蔵品 2,452 2,570

未収入金 2,219 2,905

繰延税金資産 541 767

その他 391 155

貸倒引当金 △121 △137

流動資産合計 55,975 56,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,672 7,733

機械装置及び運搬具（純額） 5,401 5,522

土地 6,157 6,151

建設仮勘定 3,612 3,661

その他（純額） 1,543 1,550

有形固定資産合計 24,387 24,620

無形固定資産   

ソフトウエア 171 178

その他 30 30

無形固定資産合計 202 209

投資その他の資産   

投資有価証券 1,684 1,524

繰延税金資産 1,421 1,576

その他 1,271 1,077

投資その他の資産合計 4,377 4,179

固定資産合計 28,966 29,009

資産合計 84,942 85,914
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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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,226 11,978

短期借入金 5,561 5,561

未払金 208 210

未払法人税等 174 141

未払費用 1,048 962

賞与引当金 320 981

役員賞与引当金 2 5

その他 802 894

流動負債合計 19,345 20,735

固定負債   

長期借入金 46 86

退職給付引当金 1,444 1,456

その他 401 422

固定負債合計 1,891 1,965

負債合計 21,237 22,701

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 45,068 45,645

自己株式 △943 △943

株主資本合計 66,230 66,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 124 30

為替換算調整勘定 △3,615 △4,539

評価・換算差額等合計 △3,490 △4,508

新株予約権 270 273

少数株主持分 694 641

純資産合計 63,705 63,213

負債純資産合計 84,942 85,914
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 22,782 15,137

売上原価 17,623 11,861

売上総利益 5,158 3,276

販売費及び一般管理費 4,112 3,238

営業利益 1,046 37

営業外収益   

受取利息 62 33

為替差益 － 89

通貨スワップ評価益 － 34

その他 24 32

営業外収益合計 87 189

営業外費用   

支払利息 20 36

為替差損 54 －

通貨スワップ評価損 62 －

その他 7 7

営業外費用合計 145 44

経常利益 988 182

特別利益   

固定資産売却益 2 1

投資有価証券売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 98 16

償却債権取立益 － 3

新株予約権戻入益 － 3

特別利益合計 102 25

特別損失   

固定資産除却損 22 2

特別損失合計 22 2

税金等調整前四半期純利益 1,067 205

法人税、住民税及び事業税 319 106

法人税等調整額 198 306

法人税等合計 517 413

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 551 △210
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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)

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 1,067 205

減価償却費 988 700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 △12

受取利息及び受取配当金 △72 △40

支払利息 20 36

為替差損益（△は益） △36 37

有形固定資産除却損 22 2

売上債権の増減額（△は増加） 2,156 1,268

たな卸資産の増減額（△は増加） △159 931

仕入債務の増減額（△は減少） △621 △1,046

未払又は未収消費税等の増減額 292 225

その他 11 △840

小計 3,692 1,468

利息及び配当金の受取額 82 42

利息の支払額 △19 △23

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,086 327

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,669 1,815

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 △146 △987

有形固定資産の取得による支出 △1,203 △188

有形固定資産の売却による収入 61 30

投資有価証券の取得による支出 △281 △1

長期貸付けによる支出 － △240

その他 △67 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,637 △1,368

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） △69 △1

長期借入金の返済による支出 △40 △40

配当金の支払額 △609 △365

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △719 △408

現金及び現金同等物に係る換算差額 △896 433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,583 471

現金及び現金同等物の期首残高 22,545 22,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,961 22,530
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(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】 

前第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） 

 

 

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 11,522  8,278 2,981 22,782 －  22,782 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  4 311 315 （315） － 

計 11,522  8,282 3,292 23,098 （315） 22,782 

営業利益又は営業損失(△) 598  848 △159 1,287 （240） 1,046 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 7,873  5,050 2,213 15,137 －  15,137 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  0 121 122 （122） － 

計 7,873  5,051 2,335 15,259 （122） 15,137 

営業利益又は営業損失(△) 125  57 27 210 （173） 37 

(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 
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【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20年４月１日 至 平成20年６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 15,135  3,681 2,174 1,791 22,782  －  22,782 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

2,640  2,723 5 6 5,375  （5,375） － 

計 17,775  6,405 2,179 1,797 28,157  （5,375） 22,782 

営業利益 681  344 45 12 1,084  （37） 1,046 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 11,004  2,641 825 666 15,137  －  15,137 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

1,229  1,068 0 3 2,301  （2,301） － 

計 12,233  3,709 825 669 17,438  （2,301） 15,137 

営業利益又は営業損失(△) 246  112 △64 △42 252  （215） 37 

(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） 

 

 アジア 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,715 2,395 1,484 314  8,909 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  22,782 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

20.7 10.5 6.5 1.4  39.1 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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） 3,129 1,076 464 96  4,766 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  15,137 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

20.7 7.1 3.1 0.6  31.5 

(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、インド 

(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。 
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