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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 10,895 △23.0 38 △97.4 66 △96.3 △245 ―
21年3月期第1四半期 14,149 ― 1,459 ― 1,786 ― 968 ―

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 △7.50 ―
21年3月期第1四半期 34.48 ―

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 38,629 21,796 53.3 629.77
21年3月期 38,263 21,865 53.8 629.87

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20,580百万円 21年3月期  20,583百万円

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 ― 11.00 ― 8.00 19.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
8.00 ― 8.00 16.00

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  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

20,000 △26.9 860 △68.3 730 △74.3 375 △74.4 11.48

通期 42,000 △15.7 2,300 △8.4 2,030 △19.8 950 ― 29.07



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 
１．上記の予想は本資料の発表日現在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異なる
場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 32,716,878株 21年3月期  32,716,878株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  37,892株 21年3月期  37,892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 32,678,986株 21年3月期第1四半期 28,079,106株



  当第１四半期連結累計期間の海外経済は、中国・東南アジアの一部で財政政策の効果により明るさが見えてまい

りましたものの、総じて悪化が続いております。 

国内経済につきましても世界的な金融危機の影響による企業収益の大幅な落ち込みによって、生産活動の縮小、

設備投資の減少、雇用情勢の悪化、個人消費の低迷等が継続しております。 

また原材料価格は騰勢に転ずるなど、予断を許さない状況で推移いたしております。 

当社グループの関連する業界におきましては、自動車産業が自動車減税の効果などからマイナス幅は減少したも

のの、国内外の景気の影響を受け販売台数は大幅に前年を下回り、住宅産業につきましても新築住宅着工戸数が、

昨秋以降所得環境が厳しさを増したことや、不動産セクターを取り巻く金融環境が一段と悪化したことにより需要

は大きく減少いたしました。 

エレクトロニクス産業につきましては、需要回復の兆しが見られるものの厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループは、RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の軌道化、製品戦略の見直し、コストダウン活動を推進し

てまいりました。 

このような環境の下、当第１四半期連結累計期間の売上高は108億95百万円（前年同期比23.0％減）となり、営業

利益は38百万円（同97.4％減）、経常利益は66百万円(同96.3％減)、第１四半期純損失は２億45百万円（前年同四

半期は四半期純利益９億68百万円)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）コーティング事業 

プラスチック用コーティング材（『レクラック』・『フジハード』など）につきましては、自動車分野及び

携帯電話向けとも景気後退の影響を受け大幅な売上減少となりました。 

建築用コーティング材につきましては、新築向けは市場の冷え込みにより低調に推移いたしましたが、リフ

ォーム向けは微減で終えることができました。 

この結果売上高は51億77百万円（同20.3％減)となり、営業損失は２億９百万円（前年同四半期は営業利益12

億５百万円)となりました。  

（２）電子材料事業 

導電性ペースト材（『ドータイト』など）の電子材料部門におきましては、海外での競争激化と急激な需要

減退により売上高は大幅に減少いたしました。 

この結果売上高は14億62百万円（同34.8％減)となり、営業利益は１億37百万円（同9.8％減)となりました。

（３）化成品事業 

樹脂ベース（『アクリベース』など）の化成品部門におきましては、ＯＡ機器分野は、大手ユーザーの在庫

調整の影響を受け売上高は減少いたしました。 

機能性樹脂ベースにつきましては、新商品を上市いたしましたが、市場環境の回復までにはいたらず売上高

は減少いたしました。 

この結果売上高は８億５百万円（同18.2％減)となり、営業利益は４百万円（同91.1％減)となりました。 

（４）合成樹脂事業 

子会社藤光樹脂株式会社などが取扱うアクリル樹脂の原材料・加工品の販売におきましては、情報関連機器

向けなどの液晶部品が中国を主体に苦戦を強いられ、売上高は減少いたしました。 

この結果売上高は34億83百万円（同22.3％減)となり、営業利益は１億６百万円（同75.1％増)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 

国内の会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め99億73百万円となりました。 

この結果営業利益は５億97百万円となりました。 

（２）アジア 

アジアの会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め５億２百万円となりました。 

この結果営業利益は10百万円となりました。 

（３）北米 

北米の会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め８億47百万円となりました。 

この結果営業損失は５億82百万円となりました。 

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



（１）資産・負債・純資産の状況に関する分析 

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３億66百万円（前連結会計年度末比1.0％）

増加し、386億29百万円となりました。  

① 流動資産 

売上債権回収による現金預金の増加などの結果、前連結会計年度末と比べ39百万円（同0.2％）増加し、219

億40百万円となりました。 

② 固定資産 

新物流用地の栗橋の土地の取得などにより有形固定資産が１億62百万円、保有株式の時価の回復などにより

投資有価証券が３億51百万円増加いたしました。この結果、前連結会計年度末と比べ３億27百万円（同2.0％）

増加し、166億89百万円となりました。 

③ 流動負債 

運送費の未払費用の増加などにより、前連結会計年度末と比べ２億74百万円（同2.8％）増加し、100億86百

万円となりました。  

④ 固定負債 

RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の運転資金調達などにより長期借入金が１億11百万円増加し、前連結会

計年度末と比べ１億62百万円（同2.5％）増加し、67億47百万円となりました。  

⑤ 純資産 

配当及び四半期純損失などにより前連結会計年度末と比べ69百万円（同0.3％）減少し、217億96百万円とな

りました。  

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の53.8％から53.3％へと0.5ポイント減少となり、１株当たり純

資産額は前連結会計年度末より10銭減少し、629円77銭となりました。   

  

（２）キャッシュ・フローに関する分析 

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は69億56百万円となり、前連結会計年度末と

比べ３億42百万円の増加となりました。 

当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

① 営業活動におけるキャッシュ・フロー 

  当第１四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は８億27百万円となり、前年同四半期連結

累計期間と比べ４億37百万円増加しました。これは主として前年度下期の業績低迷から回復の兆しが見られた

ことにより、たな卸資産が減少したこと及び預り金が増加したことによるものです。 

② 投資活動におけるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は２億31百万円となり、前年同四半期連結

累計期間と比べ61億22百万円減少しました。これは主として前年同四半期連結累計期間に連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の取得をしたことによるものです。  

③ 財務活動におけるキャッシュ・フロー 

当第１四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は２億93百万円となり、前年同四半期連結

累計期間と比べ65億69百万円減少しました。これは主として前年同四半期連結累計期間に短期借入金が増加し

たことによるものです。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。 

  

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

高を基礎として合理的な方法により算出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。  

  

① 在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

 在外連結子会社の財務諸表項目のうち収益及び費用について、従来、在外連結子会社の決算日の為替相場に

より換算していましたが、前第２四半期連結会計期間より期中平均相場により換算する方法に変更しておりま

す。 

 この変更は、前第１四半期連結会計期間末に連結範囲に含めたRED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の業績

が、前第２四半期連結会計期間より含まれることに加え、著しい為替相場の変動状況により、在外連結子会社

の経営成績を正しく表示できない可能性があるため、変動が少ない平均の為替相場を用いることにより、より

実状に即した企業状況を表示するために行ったものです。 

 前第１四半期連結累計期間は従来の方法によっております。従って、前第１四半期連結累計期間は、変更後

の方法によった場合に比べて、売上高は、30,438千円、営業利益が5,213千円、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ5,360千円少なく計上されております。 

  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



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 7,456,491 7,104,780

受取手形及び売掛金 9,234,759 9,353,261

商品及び製品 2,647,197 2,706,534

仕掛品 68,363 39,444

原材料及び貯蔵品 1,138,667 1,191,726

未収還付法人税等 286,970 286,970

繰延税金資産 489,211 519,828

その他 750,084 813,723

貸倒引当金 △131,628 △115,389

流動資産合計 21,940,114 21,900,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,172,278 7,106,175

減価償却累計額 △3,313,032 △3,262,703

建物及び構築物（純額） 3,859,246 3,843,472

機械装置及び運搬具 8,908,282 8,816,538

減価償却累計額 △5,781,198 △5,612,392

機械装置及び運搬具（純額） 3,127,084 3,204,146

工具、器具及び備品 2,650,243 2,645,362

減価償却累計額 △2,198,729 △2,156,930

工具、器具及び備品（純額） 451,514 488,432

土地 3,986,726 3,870,325

リース資産 147,048 45,108

減価償却累計額 △14,943 △6,698

リース資産（純額） 132,105 38,410

建設仮勘定 84,656 34,202

有形固定資産合計 11,641,331 11,478,987

無形固定資産   

ソフトウエア 108,353 115,432

その他 1,218,168 1,146,025

無形固定資産合計 1,326,521 1,261,457

投資その他の資産   

投資有価証券 1,492,943 1,141,699

長期貸付金 251,727 280,059

繰延税金資産 539,650 719,556

その他 1,460,626 1,503,525

貸倒引当金 △24,265 △23,539

投資その他の資産合計 3,720,681 3,621,300



（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) 

固定資産合計 16,688,533 16,361,744

資産合計 38,628,647 38,262,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,263,779 5,289,137

短期借入金 1,830,339 1,931,914

1年内償還予定の社債 720,000 720,000

未払法人税等 206,200 229,733

未払費用 838,432 528,107

賞与引当金 306,920 465,714

リース債務 36,224 16,981

その他 883,973 630,705

流動負債合計 10,085,867 9,812,291

固定負債   

社債 2,880,000 2,880,000

長期借入金 716,548 605,812

繰延税金負債 275,075 255,065

退職給付引当金 2,188,263 2,131,878

長期未払金 548,050 640,266

リース債務 105,026 34,971

その他 33,884 37,128

固定負債合計 6,746,846 6,585,120

負債合計 16,832,713 16,397,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,352,121 5,352,121

資本剰余金 5,040,199 5,040,199

利益剰余金 9,859,751 10,366,425

自己株式 △24,834 △24,834

株主資本合計 20,227,237 20,733,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 204,773 △11,551

為替換算調整勘定 148,170 △139,007

評価・換算差額等合計 352,943 △150,558

少数株主持分 1,215,754 1,281,857

純資産合計 21,795,934 21,865,210

負債純資産合計 38,628,647 38,262,621



（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 14,149,266 10,894,842

売上原価 10,339,026 8,140,724

売上総利益 3,810,240 2,754,118

販売費及び一般管理費 2,351,576 2,716,309

営業利益 1,458,664 37,809

営業外収益   

受取利息 4,432 2,512

受取配当金 57,333 21,508

固定資産賃貸料 16,779 17,093

為替差益 234,377 －

その他 41,794 53,144

営業外収益合計 354,715 94,257

営業外費用   

支払利息 16,724 29,208

為替差損 － 26,493

固定資産税 3,204 3,246

減価償却費 902 790

支払手数料 997 －

その他 5,449 5,936

営業外費用合計 27,276 65,673

経常利益 1,786,103 66,393

特別利益   

退職給付制度終了益 139,690 －

特別利益合計 139,690 －

税金等調整前四半期純利益 1,925,793 66,393

法人税、住民税及び事業税 584,528 225,378

法人税等調整額 228,339 75,035

法人税等合計 812,867 300,413

少数株主利益 144,766 11,223

四半期純利益又は四半期純損失（△） 968,160 △245,243



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 1,925,793 66,393

減価償却費 243,023 315,286

退職給付引当金の増減額（△は減少） △335,322 56,385

賞与引当金の増減額（△は減少） △185,905 △158,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,301 16,965

受取利息及び受取配当金 △61,765 △24,020

支払利息 16,724 29,208

為替差損益（△は益） △177,605 8,337

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,621

有形固定資産除却損 949 12

有形固定資産売却損益（△は益） － △13,738

売上債権の増減額（△は増加） △56,380 117,772

たな卸資産の増減額（△は増加） 291,996 83,477

その他の流動資産の増減額（△は増加） △46,515 61,064

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △1,542 98,589

仕入債務の増減額（△は減少） △148,785 △25,358

未払費用の増減額（△は減少） 43,659 287,861

長期未払金の増減額（△は減少） － △92,215

その他の流動負債の増減額（△は減少） △91,727 238,724

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,599 △4,296

その他 4,423 △2,549

小計 1,386,121 1,052,482

利息及び配当金の受取額 61,765 24,020

利息の支払額 △16,724 △1,011

法人税等の支払額 △1,041,498 △248,911

営業活動によるキャッシュ・フロー 389,664 826,580

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 △90,326 △100,504

定期預金の払戻による収入 90,233 90,387

無形固定資産の取得による支出 △1,659 △3,085

有形固定資産の取得による支出 △81,678 △295,113

有形固定資産の売却による収入 － 54,277

投資有価証券の取得による支出 △104,322 △1,618

投資有価証券の売却による収入 － 27,620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,173,911 －

短期貸付金の増減額（△は増加） 2,435 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △24,941

敷金及び保証金の回収による収入 － 724

保険積立金の積立による支出 △11,111 △8,731



（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) 

保険積立金の払戻による収入 5,522 10

貸付けによる支出 △4,422 △106

貸付金の回収による収入 12,247 30,485

その他の支出 △3,340 △1,880

その他の収入 7,624 1,719

その他 △303 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,353,011 △230,756

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） 6,600,000 △101,575

長期借入れによる収入 － 228,723

長期借入金の返済による支出 － △137,350

リース債務の返済による支出 － △5,871

自己株式の取得による支出 △117 －

配当金の支払額 △308,871 △261,432

少数株主への配当金の支払額 △15,512 △15,512

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,275,500 △293,017

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,301 38,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 272,852 341,594

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,934 6,613,921

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

109,766 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,965,552 6,955,515



 該当事項はありません。 

  

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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の系列及び市場の類似性を考慮して４つに区

分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

（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〕

  

コーティ

ング事業 

（千円） 

電子材料

事業 

（千円） 

化成品事

業 

（千円） 

合成樹脂

事業 

（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  6,495,502  2,240,395  983,850  4,429,519  14,149,266 －  14,149,266

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ －  162  52,194  52,356  (52,356) － 

計  6,495,502  2,240,395  984,012  4,481,713  14,201,622  (52,356)  14,149,266

営業利益  1,204,843  151,925  41,013  60,403  1,458,184  480  1,458,664

  

コーティ

ング事業 

（千円） 

電子材料

事業 

（千円） 

化成品事

業 

（千円） 

合成樹脂

事業 

（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  5,177,343  1,461,517  805,217  3,450,765  10,894,842 －  10,894,842

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － －  31,825  31,825  (31,825) － 

計  5,177,343  1,461,517  805,217  3,482,590  10,926,667  (31,825)  10,894,842

営業利益  △208,663  137,058  3,654  105,750  37,799  10  37,809

事業区分 主要製品 

  コーティング事業   プラスチック用コーティング材及び建築用コーティング材等 

  電子材料事業   導電性樹脂塗料及び接着剤等 

  化成品事業   トナー用バインダー樹脂、粘・接着剤ベース樹脂等の機能性樹脂 

  合成樹脂事業   アクリル樹脂の原材料・加工品の仕入れ・販売 



３．会計方針の変更 

（当第１四半期連結累計期間） 

在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

在外連結子会社の財務諸表項目のうち収益及び費用について、従来、在外連結子会社の決算日の為替相

場により換算していましたが、前第２四半期連結会計期間より期中平均相場により換算する方法に変更し

ております。  

前第１四半期連結累計期間は従来の方法によっております。従って、前第１四半期連結累計期間は、変

更後の方法によった場合に比べて、売上高はコーティング事業が16,712千円、電子材料事業が2,512千円、

化成品事業が302千円、合成樹脂事業が10,912千円少なく計上されております。営業利益は、コーティング

事業が4,261千円、電子材料事業が72千円、化成品事業が62千円、合成樹脂事業が818千円少なく計上され

ております。 

４．追加情報 

（前第１四半期連結累計期間） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

当社は平成20年度の法人税法の改正を契機に、機械装置等の耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連

結会計期間より一部の機械装置等についての耐用年数を９年から８年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に比べて、営業利益がコーティング事業が5,137千円、電子材

料事業が705千円、化成品事業が5,451千円減少しております。  

  

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） 

本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメン

ト情報の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４月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．国または地域は、地理的近接度及び重要度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 中華人民共和国、タイ、シンガポール 

(2）北米  ： 米国、カナダ等 

３．従来、本邦の売上高の金額が、全セグメントの売上高合計額及び全セグメントの営業利益合計額に対し、

それぞれ90％を超えていたため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりました。しかし、前第１

四半期連結会計期間末に連結範囲に含めたRED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の業績が、前第２四半期連

結会計期間より含まれたことにより、本邦以外のセグメントの重要性が高まったため、所在地別セグメン

ト情報を開示しております。   

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（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  9,562,187  490,092  842,563  10,894,842 －  10,894,842

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  410,353  12,090  4,610  427,053  (427,053) － 

    計  9,972,540  502,182  847,173  11,321,895  (427,053)  10,894,842

    営業利益  597,313  10,197  △582,342  25,168  12,641  37,809



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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域。 

(1）アジア ： 大韓民国、中華人民共和国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア 

(2）北米  ： 北米、中南米 

(3）その他 ： 欧州等  

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

４．従来、北米区分の売上高が連結売上高の10％未満であるため、北米区分の記載を省略しておりました。しか

し、当第１四半期連結累計期間より北米区分の売上高の重要性が増したため、北米区分の情報を開示してお

ります。 

５．会計処理方法の変更 

（当第１四半期連結累計期間） 

在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

在外連結子会社の財務諸表項目のうち収益及び費用について、従来、在外連結子会社の決算日の為替相場

により換算していましたが、前第２四半期連結会計期間より期中平均相場により換算する方法に変更してお

ります。 

前第１四半期連結累計期間は従来の方法によっております。従って、前第１四半期連結累計期間は、変更

後の方法によった場合に比べて、売上高はアジアが30,438千円少なく計上されております。連結売上高に占

める海外売上高の割合（％）はアジアが0.1％減少しております。 

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

(1）海外売上高（千円）  4,904,263  173,998  5,078,261

(2）連結売上高（千円） － －  14,149,266

(3）連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 34.7  1.2  35.9

  アジア 北米 その他 計 

(1）海外売上高（千円）  3,270,104  852,267  3,836  4,126,207

(2）連結売上高（千円） － － －  10,894,842

(3）連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 30.0  7.8  0.0  37.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1）生産実績 

当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

当第１四半期連結会計期間の合成樹脂事業の仕入実績は、次のとおりであります。 

  

(3）受注実績 

当社グループは、主として見込生産によっていますので、受注ならびに受注残高について特に記載すべき事項は

ありません。  

  

(4）販売実績 

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

   ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

コーティング（百万円）  3,839  84.9

電子材料（百万円）  762  51.8

化成品（百万円）  757  81.0

合計（百万円）  5,359  77.4

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

合成樹脂（百万円）  3,151  83.8

合計（百万円）  3,151  83.8

事業の種類別セグメントの名称 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 

前年同四半期比（％） 

コーティング（百万円）  5,177  79.7

電子材料（百万円）  1,462  65.2

化成品（百万円）  805  81.8

合成樹脂（百万円）  3,451  77.9

合計（百万円）  10,895  77.0
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