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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 138,432 △18.1 8,445 △37.5 8,910 △42.8 6,116 △41.4

21年3月期第1四半期 169,060 ― 13,517 ― 15,567 ― 10,445 ―

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 36.72 36.68
21年3月期第1四半期 62.71 62.66

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 594,081 361,867 60.6 2,160.79
21年3月期 558,258 361,130 64.1 2,148.15

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  359,975百万円 21年3月期  357,839百万円

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

21年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

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） 
（％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  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

第2四半期 
連結累計期間

280,000 △18.3 18,000 △30.4 18,000 △33.5 12,000 △33.4 72.03

通期 540,000 △6.6 23,000 66.2 20,000 35.1 13,000 4,752.3 78.04
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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、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。 

(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） 

(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21年4月30日発表の業績予想は見直しをしております。なお、通期の業績予想につきましては、平成22年3月期第2四半期決算発表時に見直しを
行う予定であり、平成21年4月30日に公表した予想値の見直しを行っておりません。 
２．上記の予想は、本資料の発表日段階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、添付資料の6ページをご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 173,758,428株 21年3月期  173,758,428株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  7,163,948株 21年3月期  7,178,348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 166,585,507株 21年3月期第1四半期 166,571,974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1四半期における国内外の経済環境は、在庫調整一巡や経済対策により景気の下支え効果
が一部では見られました。しかしながら企業の設備投資抑制や雇用情勢の悪化、個人消費の減少
など依然として景気の先行きは不透明な状況にありました。 

  このような経済環境のもと、当社グループでは徹底したコスト低減に努めるとともに、需要の
一部回復が見られたエレクトロニクス業界においては電子材料を着実に受注獲得することができ
ました。自動車や住宅・建設業界などの工業用材料は、在庫調整効果の遅効性に加え、需要自体
の回復も低迷したため低調な推移となりました。一方、機能材料は医療関連材料、高分子分離膜
など想定の範囲で推移しました。 

  以上の結果、売上高は前第1四半期と比較し18.1％減（以下の比較はこれに同じ）の138,432百
万円に、営業利益は37.5％減の8,445百万円となりました。経常利益は、42.8％減の8,910百万

  円、四半期純利益は41.4％減の6,116百万円となりました。 

  
事業の種類別セグメントの業績概況 

① 工業用材料 

  接合材料は、ＨＤＤ（ハード・ディスク・ドライブ）や携帯電話向けなど一部の業界向けに
は、在庫調整が終了し増産に転じました。しかし、自動車や家電ＯＡ業界向けなどには回復は
弱く、全体としては低調でした。表面保護材料は、金属加工業界向けに顧客生産調整の影響を
受けたものの、ＦＰＤ（フラット・パネル・ディスプレイ）業界向け光学用保護フィルムや光
学用透明粘着シートが薄型テレビや多機能携帯電話（スマートフォン）の生産回復を受け、順
調に拡大しました。このため全体としては、好調でした。シーリング材料は、ＨＤＤやＦＰＤ
などエレクトロニクス業界向けに堅調でしたが、自動車業界向けは大幅な生産台数調整のため
低調でした。施工材料は、国内住宅市場の冷え込みが継続しており、防水テープや養生用テー

 プなどが低迷しました。 

以上の結果、売上高は42,805百万円（29.2％減）、営業利益は1,320百万円（73.2％減）とな
りました。 

  

② 電子材料 

  液晶表示関連材料は、顧客であるパネルメーカーの在庫調整が前年度第4四半期中頃に終了し
たことに加え、日本を含めた世界各国の景気刺激策による薄型テレビ、パソコン、携帯電話な
どのパネル需要急回復の好影響を受けました。このため当社グループでコスト構造改革と生産
性向上に取組んできた効果と急速な需要回復による物量増効果も加わり、堅調に推移しまし
た。半導体関連材料は、環境対策樹脂など堅調に推移した製品もありましたが、市場の需要回
復は限られており、全体としては低調な結果に終わりました。回路材料は、携帯電話向けが低
迷したものの、ＨＤＤ向けの需要が回復したことにより全体では好調に推移しました。電子プ
ロセス材料は、半導体パッケージ用接着シートや製造工程用保護シートなど回復基調にありま
すが、本格的回復には至らず、製造工程用保護シート貼り合せ機は、設備投資抑制の継続によ
り低迷しました。小型電子部品業界向けのプロセス材料は、市況が急速な回復傾向にあるもの

  の、前年同期水準には至りませんでした。   

      以上の結果、売上高は83,529百万円（11.8％減）、営業利益は6,489百万円（1.5％減）とな
りました。 

  

③ 機能材料 

  医療関連材料は、医薬品である経皮吸収型テープ製剤において、国内では狭心症用などが、
米国では癌性疼痛緩和剤が堅調に推移しました。また、医療衛生材料も海外市場で堅調であっ
たため、全体として底堅い推移となりました。高分子分離膜は、海外向け大型海水淡水化案件
が端境期にあることと国内を中心とした超純水市場の新規案件や交換需要の回復が依然として
弱いため低調な展開となりました。エンプラ部材は、半導体業界向け多孔質膜、自動車部品、

  情報機器向け機能部材など需要回復は弱く、低調に推移しました。 

以上の結果、売上高は12,096百万円（13.0％減）、営業利益は636百万円（68.4％減）とな
りました。 
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所在地別セグメントの業績概況 

  日本は、政府主導の経済対策により景気下支え効果が一部で見られたものの、企業の設備投
資や消費者マインドの改善には至らず需要は低迷しました。アジア・オセアニアは、グループ
製造会社の生産性向上効果と中国政府の「家電下郷」政策による薄型テレビ、パソコン、携帯
電話等の需要の急回復効果がありました。 

  その結果、日本は売上高45,901百万円（22.1%減）、営業利益5,239百万円（38.5%減）、アジ
ア・オセアニアは、売上高77,433百万円（15.5%減）、営業利益4,131百万円（8.1%増）となり
ました。 

  欧州については、景気後退によりエレクトロニクスや自動車業界向けの工業用材料や電子材
料が低迷した結果、売上高6,616百万円（16.4％減）、営業利益100百万円（85.7%減）となりま
した。 

  北米は、ＦＤＡ（米国食品医薬品局）認可取得をした経皮吸収型テープ製剤（癌性疼痛緩和
剤）が業績に貢献しました。しかし、自動車需要低迷による工業用材料や海水淡水化用高分子
分離膜の売上減少などにより売上高は8,480百万円（19.6%減）、営業損失89百万円となりまし
た。 
   

  （参考）セグメント別の状況                                    （単位：百万円 比率：％）

    前第１四半期 当第１四半期 

    
    自 平成20年４月１日  

    至 平成20年６月30日 

    自 平成21年４月１日  

    至 平成21年６月30日 

    売上高 
前年 

同期比 
売上高 

前年 

同期比 

工 

業 

用 

材 

料 

 テープ・部材加工・仕入品 60,478  95.7  42,805  70.8

 営業利益 4,918  83.2  1,320  26.8

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料     68,085  94.2  62,468  91.8

 半導体関連材料 5,023  94.4  3,623  72.1

 プリント回路材料 11,801  88.6  11,598  98.3

 電子プロセス材料 9,764  111.8  5,839  59.8

計 94,674  95.0  83,529  88.2

 営業利益 6,587  109.0  6,489  98.5

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 4,389  100.0  4,820  109.8

 高分子分離膜 5,081  102.8  4,108  80.8

 エンプラ部材 4,435  99.6  3,167  71.4

計 13,906  100.9  12,096  87.0

 営業利益 2,010  93.6  636  31.6

合 

計 

売上高 169,060  95.7  138,432  81.9

営業利益 13,517  95.8  8,445  62.5
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 （参考）セグメント別の状況                                             （単位：百万円 比率：％）

  

    
当第２四半期 

（４月30日時点予想）  

当第２四半期 

（７月31日時点予想）  

    
    自 平成21年４月１日  

    至 平成21年９月30日 

    自 平成21年４月１日  

    至 平成21年９月30日 

    売上高 
前年 

同期比 
売上高 

前年 

同期比 

工 

業 

用 

材 

料 

 テープ・部材加工・仕入品 85,000  68.7  85,000  68.7

 営業利益 1,300  13.7  2,600  27.3

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料     105,000  78.5  127,500  95.3

 半導体関連材料 6,000  58.3  7,500  72.9

 プリント回路材料 17,500  63.3  23,500  85.0

 電子プロセス材料 11,500  61.2  12,000  63.9

計 140,000  73.5  170,500  89.5

 営業利益 800  6.4  14,000  112.4

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 10,000  116.9  9,500  111.0

 高分子分離膜 9,000  82.4  8,500  77.8

 エンプラ部材 6,000  66.7  6,500  72.3

計 25,000  87.8  24,500  86.0

 営業利益 1,900  48.9  1,400  36.0

合 

計 

売上高 250,000  73.0  280,000  81.7

営業利益 4,000  15.5  18,000  69.6
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の財政状態は以下のとおりであります。 

前連結会計年度末に比べ総資産は35,823百万円増加し、594,081百万円となりました。また、純資

産は736百万円増加し、361,867百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末

の64.1％から60.6％になりました。 

  主な増減は資産の部では、現金及び預金が18,258百万円増加、受取手形及び売掛金が22,921百万

円増加しました。負債の部では、支払手形及び買掛金が19,850百万円増加、コマーシャル・ペーパ

ーが25,000百万円減少、社債が50,000百万円増加しました。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループにおきましては、光学フィルムや電子材料など一部製品の受注増に加え、為替も想
定以上に円安へ振れたことにより、当第1四半期の業績は当初の想定を上回りました。 

このような状況を踏まえ、平成22年3月期第2四半期連結累計期間の連結業績予想について、下記
の通り見直しを行いました。 

 なお、通期の業績予想につきましては、平成22年3月期第2四半期決算発表時に見直しを行う予定
であり、平成21年4月30日に公表した予想値の見直しを行っておりません。 

  

 平成22年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正 

                           （平成21年4月1日から平成21年9月30日） 

  

 上記の業績見通しは、現在の時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、リスク

や不確実を含んでいます。実際の実績は様々な重要な要素により、これら業績見通しとは大きく異な

る結果となりえることをご承知おきください。 

  

  

  

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  

①簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却費の算定方法 

  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す 

 る方法により算定しております。 

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。 

  

  

（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 

   該当事項はありません。 

  
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

１株当たり 

四半期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前 回 発 表 予 想 (A) 250,000 4,000 3,000 1,000 6.00

今 回 修 正 予 想 (B) 280,000 18,000 18,000 12,000 72.03

増  減  額 (B-A) 30,000 14,000 15,000 11,000 － 

増  減   率 (%) 12.0 350.0 500.0 1,100.0 － 

（参考）前期第2四半期実績 

(平成21年3月期第2四半期) 
342,692 25,856 27,082 18,018 108.17
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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 132,223 113,965

受取手形及び売掛金 116,446 93,524

商品及び製品 19,303 20,300

仕掛品 29,945 28,960

原材料及び貯蔵品 11,811 11,726

その他 19,845 21,429

貸倒引当金 △905 △672

流動資産合計 328,671 289,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 194,580 189,426

機械装置及び運搬具 316,066 311,453

工具、器具及び備品 35,992 36,142

土地 19,732 19,688

建設仮勘定 15,642 20,198

減価償却累計額 △355,435 △346,719

有形固定資産合計 226,578 230,188

無形固定資産   

無形固定資産合計 8,657 8,579

投資その他の資産   

その他 30,498 30,556

貸倒引当金 △325 △301

投資その他の資産合計 30,173 30,255

固定資産合計 265,409 269,023

資産合計 594,081 558,258

日東電工㈱ (6988) 平成22年３月期 第１四半期決算短信

－7－



（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 73,729 53,879

短期借入金 26,279 28,832

コマーシャル・ペーパー － 25,000

未払法人税等 1,589 1,545

役員賞与引当金 90 265

その他 40,315 44,195

流動負債合計 142,006 153,718

固定負債   

社債 50,000 －

長期借入金 18,094 20,923

退職給付引当金 18,742 18,351

役員退職慰労引当金 459 506

負ののれん 107 574

その他 2,803 3,054

固定負債合計 90,208 43,409

負債合計 232,214 197,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,783 26,783

資本剰余金 56,170 56,166

利益剰余金 324,194 324,740

自己株式 △28,322 △28,380

株主資本合計 378,825 379,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,017 1,040

繰延ヘッジ損益 43 △129

為替換算調整勘定 △20,910 △22,382

評価・換算差額等合計 △18,849 △21,471

新株予約権 1,071 1,086

少数株主持分 819 2,204

純資産合計 361,867 361,130

負債純資産合計 594,081 558,258
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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 169,060 138,432

売上原価 126,913 104,946

売上総利益 42,146 33,485

販売費及び一般管理費 28,629 25,040

営業利益 13,517 8,445

営業外収益   

受取利息 136 76

受取配当金 95 84

作業屑収入 － 438

為替差益 1,791 169

雑収入 888 660

営業外収益合計 2,910 1,430

営業外費用   

支払利息 272 353

雑損失 587 611

営業外費用合計 860 965

経常利益 15,567 8,910

特別利益   

固定資産売却益 46 13

特許関連収入 285 －

減損損失戻入益 － 43

過年度損益修正益 － 70

その他 80 3

特別利益合計 412 130

特別損失   

固定資産売却損 11 23

固定資産除却損 61 170

特別退職金 74 110

その他 9 49

特別損失合計 156 354

税金等調整前四半期純利益 15,823 8,686

法人税等 5,142 2,544

少数株主利益 234 25

四半期純利益 10,445 6,116
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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 15,823 8,686

減価償却費 11,717 10,454

売上債権の増減額（△は増加） 655 △22,576

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,826 52

未収入金の増減額（△は増加） 1,540 158

仕入債務の増減額（△は減少） △9,562 19,418

未払費用の増減額（△は減少） △5,476 443

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △10,898 △1,206

その他 5,565 2,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,539 18,081

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △14,836 △11,986

固定資産の売却による収入 245 26

その他 158 △1,695

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,432 △13,655

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） 952 △5,265

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） － △25,000

長期借入れによる収入 245 165

長期借入金の返済による支出 △103 △64

社債の発行による収入 － 50,000

配当金の支払額 △6,662 △6,663

その他 △98 △62

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,666 13,109

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,523 856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,036 18,391

現金及び現金同等物の期首残高 79,238 113,722

現金及び現金同等物の四半期末残高 71,201 132,114
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 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４月１日 至 平成21年６月30日）     （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）     （単位：百万円） 

（注）１ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、工業用材料、電子材料および機能材料に

区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

  

（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〕

  工業用材料 電子材料 機能材料 計
消去 

又は全社 
連結

売上高                                    

(１) 外部顧客に対する売上高  42,805  83,529  12,096  138,432  －  138,432

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 323  21  85  430 △430  －

計  43,128  83,551  12,182  138,863 △430  138,432

営業利益  1,320  6,489  636  8,445  －  8,445

  工業用材料 電子材料 機能材料 計
消去 

又は全社 
連結

売上高                                    

(１) 外部顧客に対する売上高  60,478  94,674  13,906  169,060  －  169,060

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 447  28  166  642 △642  －

計  60,926  94,702  14,073  169,702 △642  169,060

営業利益  4,918  6,587  2,010  13,517  －  13,517

事業区分 主要製品

工業用材料 接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器 

電子材料 液晶表示関連材料、プリント回路材料、電子プロセス材料、半導体関連材料 

機能材料 医療関連材料、高分子分離膜、エンプラ部材 
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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）     （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）     （単位：百万円） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 欧州
アジア・ 

オセアニア 計
消去 

又は全社 
連結

売上高                                          

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
 45,901  8,480  6,616  77,433  138,432  －  138,432

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 65,702  282  677  7,702  74,365  △74,365  －

計  111,603  8,763  7,294  85,136  212,797  △74,365  138,432

営業利益  5,239  △89  100  4,131  9,383  △937  8,445

  日本 北米 欧州
アジア・ 

オセアニア 計
消去 

又は全社 
連結

売上高                                          

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
 58,942  10,548  7,911  91,657  169,060  －  169,060

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 71,815  385  1,193  6,303  79,698 △79,698  －

計  130,758  10,934  9,104  97,960  248,758 △79,698  169,060

営業利益  8,525  △214  702  3,822  12,836  680  13,517
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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）     （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）     （単位：百万円） 

（注）１ 国又は地域の区分は、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 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

その他………………………南米、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社およ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。 

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  6,089  7,552  81,007  240  94,890

Ⅱ 連結売上高                          138,432

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.4  5.5  58.5  0.2  68.5

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  8,087  9,327  95,505  854  113,775

Ⅱ 連結売上高                          169,060

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 4.8  5.5  56.5  0.5  67.3

（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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