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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 2,595 △22.0 △342 ― △336 ― △181 ―

20年12月期第2四半期 3,330 6.5 △3 ― △9 ― 6 △97.2

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2四半期 △48.64 ―

20年12月期第2四半期 1.66 ―

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

21年12月期第2四半期 7,745 2,726 35.2 730.78
20年12月期 8,487 2,912 34.3 780.68

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  2,726百万円 20年12月期  2,912百万円

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 ― 10.00 10.00

21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 5,879 △6.2 △321 ― △319 ― △171 ― △46.02
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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 

１．.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業
況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．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。 

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2四半期 3,731,000株 20年12月期  3,731,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  38株 20年12月期  38株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 3,730,962株 20年12月期第2四半期 3,731,000株
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当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景とした企業収益の落ち込み
が、一部回復の兆しは見られるものの長期化しており、前期に引き続き厳しい環境が続いております。 
 当社グループの主要な事業である工業用フィルム業界では、海外市場は回復傾向が見られるものの、国
内においては依然回復の兆しが見えない厳しい状況となりました。 
 このような経営環境下におきまして、当社グループは、海外市場への営業活動及び製品開発に経営資源
を集中する一方、製造コストの削減など合理化による原価の低減、設備増速などによる生産性の向上に努
めました。 
 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高25億95百万円、営業損失３億42百万円、経常損失
３億36百万円、四半期純損失は１億81百万円となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 
 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、77億45百万円となり前連結会計年度末に比べ７億42百万円減
少しました。主な要因としまして、現金及び預金が４億21百万円減少、有形固定資産が３億18百万円減少
したことによるものです。負債は50億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億56百万円減少しまし
た。主な要因としまして、短期借入金や長期借入金などの有利子負債が95百万円増加したものの、支払手
形及び買掛金が３億99百万円減少、１年内償還予定の社債が２億円減少したことによるものです。 
 また、純資産につきましては27億26百万円となり前連結会計年度末に比べ１億86百万円減少しました。
主な要因としまして、四半期純損失１億81百万円の計上によるものであります。 
  
 （２）キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結会計期間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
度末に比べて４億35百万円減少し、４億26百万円となりました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動により使用した資金は、２億20百万円となりました。これは主に、減価償却費３億51百万円、
棚卸資産95百万円の減少及び法人税等の還付１億12百万円による資金の増加があったこと、税金等調整前
四半期純損失３億36百万円及び仕入債務４億12百万円の減少による資金の減少があったことによるもので
す。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動により使用した資金は、59百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出
43百万円及び定期預金の預入による支出14百万円による資金の減少があったことによるものです。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動により使用した資金は１億66百万円となりました。これは主に、短期・長期借入金の借入・返
済による差引き支出71百万円による資金の増加があったこと、社債の償還による支出２億円による資金の
減少があったことによるものです。 

  

平成21年２月13日に公表いたしました平成21年12月期の業績予想を修正いたしました。詳細につきまし
ては平成21年８月３日に別途公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

 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して算定し

ております。 
  

  １.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.棚卸資産の評価基準については、商品及び製品、仕掛品は低価法、原材料及び貯蔵品は原価法によ
っておりましたが、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）が適用されたことに伴い、原価法（収益性の低下による簿価切下げの
方法）に変更しております。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及
び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ４百万円増加しております。なお、セグメントに与える影響
については、当該箇所に記載しております。 

  ３.第１四半期連結会計期間より平成18年５月17日公表の「連結財務諸表作成における在外子会社の会
計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 実務対応報告第18号）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。 

  ４.所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の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可能になったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適
用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費の方法については、リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法を採用しております。 
 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き続き採用しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

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

－ 4 －
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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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 440,793 862,230

受取手形及び売掛金 1,641,276 1,621,744

商品及び製品 317,156 310,272

仕掛品 97,089 92,520

原材料及び貯蔵品 368,452 462,248

その他 106,652 193,369

貸倒引当金 △686 －

流動資産合計 2,970,734 3,542,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,540,209 2,644,290

機械装置及び運搬具（純額） 1,333,214 1,531,582

工具、器具及び備品（純額） 92,781 110,744

土地 451,712 451,712

その他 2,363 －

有形固定資産合計 4,420,282 4,738,331

無形固定資産 31,692 31,490

投資その他の資産   

投資有価証券 2,760 2,760

その他 324,085 174,197

貸倒引当金 △4,319 △1,259

投資その他の資産合計 322,526 175,698

固定資産合計 4,774,500 4,945,520

資産合計 7,745,235 8,487,906
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(単位：千円)

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,060,196 1,459,690

短期借入金 1,074,386 547,555

1年内返済予定の長期借入金 809,200 830,520

1年内償還予定の社債 － 200,000

未払法人税等 7,152 2,795

賞与引当金 6,968 6,681

その他 199,534 265,116

流動負債合計 3,157,438 3,312,357

固定負債   

長期借入金 1,375,166 1,784,866

退職給付引当金 179,607 178,405

役員退職慰労引当金 306,483 299,567

固定負債合計 1,861,257 2,262,838

負債合計 5,018,695 5,575,196

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,087,762 1,087,762

資本剰余金 1,335,793 1,335,793

利益剰余金 313,312 532,120

自己株式 △22 △22

株主資本合計 2,736,844 2,955,652

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △10,304 △42,942

評価・換算差額等合計 △10,304 △42,942

純資産合計 2,726,539 2,912,709

負債純資産合計 7,745,235 8,487,906
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,595,739

売上原価 2,312,262

売上総利益 283,476

販売費及び一般管理費 626,458

営業損失（△） △342,982

営業外収益  

受取利息 737

為替差益 8,606

助成金収入 12,034

その他 8,811

営業外収益合計 30,190

営業外費用  

支払利息 22,990

その他 647

営業外費用合計 23,638

経常損失（△） △336,429

特別利益  

固定資産売却益 953

特別利益合計 953

特別損失  

固定資産除却損 584

特別損失合計 584

税金等調整前四半期純損失（△） △336,060

法人税、住民税及び事業税 6,515

法人税等調整額 △161,077

法人税等合計 △154,562

四半期純損失（△） △181,498
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,478,307

売上原価 1,247,983

売上総利益 230,324

販売費及び一般管理費 295,372

営業損失（△） △65,048

営業外収益  

受取利息 550

助成金収入 12,034

その他 6,046

営業外収益合計 18,631

営業外費用  

支払利息 10,959

為替差損 3,364

営業外費用合計 14,324

経常損失（△） △60,741

特別損失  

固定資産除却損 247

特別損失合計 247

税金等調整前四半期純損失（△） △60,989

法人税、住民税及び事業税 2,869

法人税等調整額 △19,544

法人税等合計 △16,674

四半期純損失（△） △44,314
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △336,060

減価償却費 351,116

賞与引当金の増減額（△は減少） 287

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,667

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,916

受取利息及び受取配当金 △737

支払利息 22,990

固定資産売却損益（△は益） △953

固定資産除却損 584

売上債権の増減額（△は増加） 5,774

たな卸資産の増減額（△は増加） 95,339

仕入債務の増減額（△は減少） △412,977

未払費用の増減額（△は減少） △1,579

その他 △43,686

小計 △308,119

利息及び配当金の受取額 737

利息の支払額 △23,107

法人税等の支払額 △2,944

法人税等の還付額 112,941

営業活動によるキャッシュ・フロー △220,492

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 △14,000

有形固定資産の取得による支出 △43,990

有形固定資産の売却による収入 1,386

無形固定資産の取得による支出 △3,300

その他 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,753

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,150,000

短期借入金の返済による支出 △2,647,685

長期借入金の返済による支出 △431,020

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △37,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △166,014

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435,437

現金及び現金同等物の期首残高 862,230

現金及び現金同等物の四半期末残高 426,793
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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２四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

当社グループは、主としてプラズマディスプレイ関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに
属する機能性フィルム等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当
事項はありません。 

  

  b．所在地別セグメント情報 

当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(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 「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」２に記載のとおり、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。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失が「日本」で4,212千円増加して

おります。 

  

  ｃ．海外売上高 

当第２四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日) 

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域……………韓国、台湾、シンガポール 

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。 

  

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

a．事業の種類別セグメント情報

日本 
(千円)

中国
(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

2,015,763 579,975 2,595,739 ― 2,595,739

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

256,322 ― 256,322 （256,322） ―

計 2,272,086 579,975 2,852,062 （256,322） 2,595,739

営業利益又は営業損失（△） △187,438 21,588 △165,849 （177,132） △342,982

中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 625,263 279,813 905,076

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,595,739

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.09 10.78 34.87

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(１) 中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 3,330,134 100.0

Ⅱ 売上原価 2,764,312 83.0

   売上総利益 565,822 17.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 569,689 17.1

   営業損失(△) △3,866 △0.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 588

 ２ 為替差益 16,815

 ３ 設備賃貸料収入 2,082

 ４ 受取補償金 202

 ５ その他 3,062 22,750 0.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 27,628

 ２ その他 1,028 28,657 0.9

   経常損失(△) △9,773 △0.3

Ⅵ 特別利益

 １ 補助金収入 330,105

 ２ 保険解約返戻金 12,987 343,092 10.3

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 1,746

 ２ 固定資産圧縮損 312,484 314,230 9.4

   税金等調整前中間純利益 19,088 0.6

   法人税、住民税及び事業税 13,651

   法人税等調整額 △786 12,865 0.4

   中間純利益 6,223 0.2

－ 11 －

東山フイルム㈱（4244）平成21年12月期　第２四半期決算短信



(２) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 19,088

 ２ 減価償却費 462,348

 ３ 賞与引当金の増加額(△減少額) 1,302

 ４ 役員賞与引当金の増加額(△減少額) △ 23,925

 ５ 貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 236

 ６ 退職給付引当金の増加額(△減少額) 209

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) 7,936

 ８ 受取利息及び受取配当金 △ 588

 ９ 支払利息 27,628

 10 補助金収入 △ 330,105

 11 保険解約返戻金 △ 12,987

 12 固定資産除却損 446

 13 固定資産圧縮損 312,484

 14 売上債権の減少額(△は増加額) △ 234,176

 15 たな卸資産の減少額(△は増加額) △ 100,758

 16 仕入債務の増加額(△は減少額) △ 40,023

 17 未収消費税等の減少額(△は増加額) 143,978

 18 未払消費税等の増加額(△は減少額) 23,844

 19 未払費用の増加額(△減少額) 5,704

 20 その他 △ 13,615

     小計 248,555

 21 利息及び配当金の受取額 588

 22 保険解約返戻金の受取額 15,323

 23 利息の支払額 △ 28,302

 24 法人税等の支払額 △ 152,519

  営業活動によるキャッシュ・フロー 83,646

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △ 17,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 91,004

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 72,583

 ４ 有形固定資産の売却による収入 7,030

 ５ 補助金による収入 330,105

  投資活動によるキャッシュ・フロー 338,556

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 2,748,587

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 2,900,000

 ３ 長期借入れによる収入 100,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 413,260

 ５ 配当金の支払額 △ 55,965

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 520,637

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 2,620

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △ 101,055

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 786,062

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 685,007
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