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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 12,982 △31.9 225 30.0 277 △2.2 80 ―

21年3月期第1四半期 19,061 ― 173 ― 283 ― △128 ―

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 1.29 ―

21年3月期第1四半期 △2.05 ―

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

22年3月期第1四半期 53,169 32,594 54.8 468.39
21年3月期 53,530 31,780 53.5 459.66

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  29,162百万円 21年3月期  28,623百万円

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

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

29,000 △27.1 400 △21.3 450 △25.6 100 ― 1.61

通期 62,000 △16.2 1,200 ― 1,300 ― 500 ― 7.97
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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 

 上記の「3. 平成22年3月期の連結業績予想」は現時点で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、実際の業績は今後
の様々な要因によって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については、４ページをご参照下さい。 

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 66,113,819株 21年3月期  66,113,819株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,851,709株 21年3月期  3,843,737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 62,266,438株 21年3月期第1四半期 62,800,273株
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 当第１四半期連結累計期間（平成21年４月～６月、以下「当第１四半期」）におけるわが国経済は、前半は

世界的な需要減を背景に、輸出の減少やほぼ全産業にわたる在庫調整が急激に進みましたが、後半には中国等

アジアでの需要回復したことや、在庫調整が一巡したことにより生産活動の一部に復調の兆しがみられ、未だ

不透明の部分は多いものの、全体としては最悪期は脱しました。 

 海外は、中国・アジア地域では景気の持ち直しが見られましたが、欧米諸国では政策による一部個人消費の

増加はあるものの景気の後退に歯止めがかからない状況が続きました。 

 このような状況の中、当社グループでは、収益の改善を最重要課題に掲げ、需要減に合わせた人員の削減、

一時帰休を実施し、効率的な生産を行うとともに、給与の減額、諸経費の全面的な見直し、無駄の削減を行

い、収益の確保に向け徹底した取組みを行いました。 

 この結果、当第１四半期の売上高は12,982百万円（前年同四半期連結累計期間比（以下「前年同期比」）

31.9%減）、営業利益は225百万円（前年同期比30.0%増）、経常利益は277百万円（前年同期比2.2%減）となり

ました。四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間に会計基準の変更により実施したたな卸資産評価損など

の特別損失計上はなく、前年同期比209百万円増の80百万円となりました。 

 事業の種類別ごとの業績は次のとおりです。 

コンパウンド事業 

 国内の塩ビコンパウンドは、電線・建材分野の需要回復が鈍く売上が低迷しましが、エラストマーは、中国

やアジア地域の回復による輸出の増加に加え、国内でも政府の経済対策による自動車を中心とした需要の改善

により売上減少が底打ちしました。エンジニアリングプラスチックは、業界全体では回復をしたものの、一部

の電子部品用途で在庫の消化が遅れたため、厳しい状況が続きました。 

 海外の塩ビコンパウンドは、中国等アジアでは、在庫調整の一巡や、特に中国では政府の経済政策の効果も

あり、売上の減少に歯止めがかかりましたが、米国は当社グループの主力市場である自動車・住宅市場とも改

善の兆しが見えず厳しい状況が続きました。 

 この結果、売上高は8,762百万円（前年同期比35.0%減）となりました。 

フイルム事業 

 国内の建材を中心とした市場は、極端な在庫調整が完了し底を脱しましたが、先行き不透明な景気動向を反

映し、本格的な長期需要の回復には至りませんでした。一方電子部材用フイルムは後半中国の需要回復により

売上が上昇に転じました。 

 海外は、主力製品である建材用内装フイルム製品は、欧米諸国での景気後退による住宅不況の改善の兆しが

見えない中、一段の売上減となりました。 

 群馬事業所でのフィルム精密加工部門は、５月連休明けより中国および国内の経済対策等により急速に回復

した薄型テレビの需要を背景に売上減少は止まりましたが、大型受注の獲得までは至りませんでした。 

 この結果、売上高は2,924百万円（前年同期比31.3%減）となりました。 

食品包材事業 

 国内は、景気低迷の影響を受け、消費者の動向が外食から中食、内食へシフトし、スーパー等での食材購入

が増えたため、業務用塩ビラップの売上は伸長しました。家庭用ラップは、景気低迷の影響で、消費者の買い

控えや低価格品志向が進み、売上は伸び悩みました。一方中国事業は、採算を重視した製品に絞込む事業方針

に転換したため売上は減少しました。 

 この結果、売上高は1,172百万円（前年同期比1.1%減）となりました。 

商品 

 事業の周辺商品ならびに関連商品を販売しました。 

 この結果、売上高は123百万円（前年同期比16.8%減）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
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 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、53,169百万円で前連結会計年度末（以下「前年度末」）に

比べ360百万円減少しています。これは、前連結会計期間後半からの世界同時不況の影響による需要減に伴う、

受取手形及び売掛金の減少等が主な要因で、流動資産は前年度末に比べ896百万円減少しました。また、株式の

時価評価増に伴う投資有価証券の増加等が主な要因で、固定資産が前年度末に比べ535百万円増加しました。 

 負債合計は、20,574百万円で前年度末に比べ1,174百万円減少しました。これは、需要減に伴う支払手形及び

買掛金等の減少が主な要因で、流動負債が前年度末に比べ1,192百万円減少しました。また、固定負債が前年度

末に比べ18百万円増加しました。 

 純資産は、32,594百万円で前年度末に比べ813百万円増加しました。これは、配当金の支払等により利益剰余

金は減少しましたが、評価・換算差額等や少数株主持分が増加したことによるものです。 

 この結果、純資産合計から少数株主持分を除いた自己資本は29,162百万円となり、自己資本比率は54.8%とな

りました。 

 平成21年5月15日に公表いたしました業績予想につきましては、第２四半期累計期間（連結・個別）を修正し

ております。詳細は本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 該当事項はありません。 

１．簡便な会計処理 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 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場合には、前連結会計年度末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、前連結会計年度末以降に経営環境等に

著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生の状況に著しい変化が認められる場合には、前連結会計

年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味した

ものを利用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 

（税金費用の計算） 

 当第１四半期連結会計期間を含む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に当該実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用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。 

 該当事項はありません。 

  

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

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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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 4,069,065 5,145,437

受取手形及び売掛金 14,351,566 15,731,162

有価証券 800,619 800,956

商品及び製品 4,309,410 4,353,230

仕掛品 523,140 599,033

原材料及び貯蔵品 2,889,152 2,759,593

短期貸付金 1,534,323 31,951

その他 475,471 424,744

貸倒引当金 △247,486 △244,474

流動資産合計 28,705,263 29,601,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,072,970 5,995,029

機械装置及び運搬具（純額） 6,906,489 6,976,333

工具、器具及び備品（純額） 585,921 631,936

土地 4,672,467 4,596,486

リース資産（純額） 72,732 33,085

建設仮勘定 142,107 122,929

有形固定資産合計 18,452,689 18,355,800

無形固定資産   

のれん 84,096 60,724

リース資産 101,359 99,575

その他 424,163 426,304

無形固定資産合計 609,619 586,604

投資その他の資産   

投資有価証券 3,765,026 3,345,897

前払年金費用 1,098,901 1,138,771

その他 571,447 531,413

貸倒引当金 △33,430 △30,058

投資その他の資産合計 5,401,945 4,986,025

固定資産合計 24,464,255 23,928,429

資産合計 53,169,519 53,530,064
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（単位：千円）

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 9,676,169 11,905,022

短期借入金 4,508,413 3,592,141

1年内返済予定の長期借入金 5,854 5,854

リース債務 41,263 30,105

未払金 830,371 807,066

未払費用 890,948 918,593

未払法人税等 211,332 148,034

賞与引当金 107,447 179,459

その他 571,746 449,992

流動負債合計 16,843,546 18,036,269

固定負債   

長期借入金 565,550 526,674

リース債務 138,380 105,238

退職給付引当金 2,082,876 2,100,696

役員退職慰労引当金 136,181 146,763

その他 808,374 833,437

固定負債合計 3,731,362 3,712,810

負債合計 20,574,909 21,749,079

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金 6,535,376 6,535,376

利益剰余金 15,370,618 15,414,548

自己株式 △1,334,853 △1,333,443

株主資本合計 29,085,160 29,130,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 888,537 457,329

為替換算調整勘定 △810,718 △964,452

評価・換算差額等合計 77,819 △507,123

少数株主持分 3,431,629 3,157,607

純資産合計 32,594,609 31,780,984

負債純資産合計 53,169,519 53,530,064
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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：千円）

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 19,061,080 12,982,372

売上原価 16,845,658 11,209,412

売上総利益 2,215,422 1,772,959

販売費及び一般管理費 2,041,688 1,547,060

営業利益 173,733 225,899

営業外収益   

受取利息 12,867 5,941

受取配当金 56,836 47,358

為替差益 74,240 5,066

その他 51,309 26,225

営業外収益合計 195,254 84,591

営業外費用   

支払利息 36,388 25,520

その他 48,995 7,589

営業外費用合計 85,384 33,110

経常利益 283,603 277,380

特別利益   

固定資産売却益 1,803 36

投資有価証券売却益 － 64

受取保証金 － 62,869

特別利益合計 1,803 62,970

特別損失   

固定資産売却損 － 6

固定資産除却損 8,891 65

投資有価証券評価損 － 22,620

たな卸資産評価損 440,115 －

その他 6,569 －

特別損失合計 455,576 22,692

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△170,168 317,659

法人税等 △157,814 129,626

少数株主利益 116,391 107,421

四半期純利益又は四半期純損失（△） △128,746 80,610
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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