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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 9,971 △10.9 173 ― 145 ― 53 ―

21年3月期第1四半期 11,191 ― △205 ― △200 ― △247 ―

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 1.14 ―

21年3月期第1四半期 △5.84 ―

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 48,970 10,439 19.9 191.23
21年3月期 47,747 8,394 16.2 182.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,756百万円 21年3月期  7,736百万円

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  

（注）当社は定款において期末日及び第２四半期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
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） 
（％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

20,000 △12.0 250 ― 200 ― 100 ― 2.04

通期 39,000 △4.9 700 ― 500 ― 300 ― 5.99
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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） 

(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５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正してあります。なお、増資に伴う株式数の変 
  動により、第２四半期連結累計期間及び通期の１株当たり当期純利益を変更しております。 
２．当資料に記載の業績予想は、決算発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の 
  業績は、様々な要因によって数値予想と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は４ページ「定性的情報・財務諸表等」３．連結業績 
  予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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 51,947,031株 21年3月期  43,168,031株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  930,921株 21年3月期  713,515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 47,149,314株 21年3月期第1四半期 42,456,887株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、昨年秋に発生した世界同時不況による低迷状態から脱しきれず雇用情勢を中

心に依然として厳しい状況が続いているものの、足元の景気には持ち直しの明らかな兆候が表れてきました。 

 このような経済状況の下、当社グループの主力事業であるフラットパネルディスプレイ（以下ＦＰＤと略す。）関

連製品や半導体関連製品は、前連結会計年度後半に急速に落ち込んだ受注状況に着実な回復がみられました。一方、

製紙・塗工紙製品は厳しい経済環境を反映し軟調に推移したことなどから、当第１四半期における売上高は、前年同

期に比べ12億２千万円減収の99億７千１百万円(△10.9％)となりました。 

 利益面につきましては、労務費削減を含む総合的な経営合理化策を強力に推進した結果、当第１四半期における営

業損益は前年同期に比べ３億７千８百万円増益の１億７千３百万円の営業利益となり、経常損益は前年同期に比べ３

億４千６百万円増益の１億４千５百万円の経常利益となりました。また、四半期純損益は前年同期に比べ３億１百万

円増益の５千３百万円の四半期純利益となりました。 

  事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。  

① プラスチック材料加工事業 

 ＦＰＤ関連製品は、受注が回復するとともに拡販の効果が現れたことから好調に推移しました。半導体関連製品

は、前年同期比では減収となりましたが受注は着実に回復しました。この結果、売上高は65億１千５百万円（前年同

期比△5.2％）となりました。 

 プラスチック材料加工事業の利益面につきましては、収益改善対策の効果が大きく現れ、営業損益は前年同期に比

べ５億３千９百万円改善され、１億７千８百万円の営業利益となりました。 

② 製紙・塗工紙関連事業 

 製紙事業は厳しい市況を反映し主力製品の販売が低調に推移、また、塗工紙事業も軟調に推移しました。この結

果、売上高は34億２千９百万円（前年同期比△19.1％）となりました。 

 製紙・塗工紙関連事業の利益面につきましては、収益改善対策を推進したものの、売上高減少の影響を大きく受け

たことから、営業損益は前年同期に比べ１億２千９百万円悪化し、３千２百万円の営業損失となりました。 
 

③ その他の事業 

 売上高は２千６百万円（前年同期比△67.7％）となり、営業損益は３百万円の営業利益（前年同期比△89.5％）と

なりました。 

  

 当第１四半期末における資産合計は、489億７千万円で、前連結会計年度末に比べ12億２千３百万円の増加となり

ました。流動資産は237億４百万円で、前連結会計年度末に比べ22億円の増加となり、その主な要因は現金及び預金

が増加したことによるものです。固定資産は252億６千５百万円で、前連結会計年度末に比べ９億７千６百万円の減

少となり、その主な要因は繰延税金資産の減少によるものです。 

 負債合計は、385億３千１百万円で、前連結会計年度末に比べ８億２千１百万円の減少となりました。流動負債は

201億９千１百万円で、前連結会計年度末に比べ47億７千８百万円増加しております。固定負債は183億３千９百万円

で、前連結会計年度末に比べ56億円の減少となりました。主な要因は、固定負債に計上されていた長期借入金が流動

負債の一年以内に返済する長期借入金として振替えられたことによるものです。なお、当第１四半期末における有利

子負債残高は、264億９千３百万円と、前連結会計年度末に比べ２億５千４百万円の減少となりました。 

 また、純資産は、104億３千９百万円で、前連結会計年度末に比べ20億４千５百万円の増加となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（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は、前連結会計年度末に比べ14億４千４百万円増加し、38億８千９百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産が５億４百万円減少したものの、売上高の増加とともに回収サ

イトの比較的長い海外売上高比率の上昇で売上債権が８億８百万円増加したことなどにより７百万円の減少となり、

前年同期と比べ16億５千４百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が１億７千６百万円あったことから、１億

６千３百万円の減少となり、前年同期と比べ１億２千９百万円の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入が17億９千９百万円あったことから、15億２千２百

万円の増加となり、前年同期と比べ６億２千６百万円の増加となりました。 

  

 当社グループは、当面の 大の目標を平成22年３月期の経常黒字化に置きその達成に邁進する中で、当第１四半期

の業績は計画を上回る状況で推移しました。特に、売上面では主力製品のＦＰＤ関連製品や半導体関連製品の受注に

着実な回復がみられるとともに、利益面では総合的な経営合理化策の効果が表れ採算性が向上しております。 

 このような 近の業績動向等を踏まえ、平成21年５月15日に公表した業績予想のうち、第２四半期累計期間の業績

予想を上方修正することにいたしました。 

 なお、業績予想値の修正に関する詳細は、本日公表の「平成22年3月期第２四半期 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 

  税金費用の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間の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。  

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。 

   

 該当事項はございません。  

  

 前事業年度の有価証券報告書における事業等のリスクに記載した「継続企業の前提に関する重要事象等」につ

きましては、下記のとおりとなっております。 

 ①２期連続の連結経常赤字 

 当第１四半期連結累計期間の連結経常損益は黒字に転じております。 

 ②財務制限条項抵触による一括返済請求 

 シンジケートローン契約の財務制限条項の抵触をもって返済請求権を行使しない旨の書面を金融機関から

受理いたしました。従って、返済請求に係る当該事象は解消したものと判断しております。   

  

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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 4,648 3,203

受取手形及び売掛金 7,293 6,477

製品 7,393 7,857

仕掛品 81 76

原材料及び貯蔵品 2,104 2,158

その他 2,218 1,762

貸倒引当金 △35 △31

流動資産合計 23,704 21,504

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,630 9,726

機械装置及び運搬具（純額） 7,036 7,370

その他（純額） 4,958 5,020

有形固定資産合計 21,625 22,117

無形固定資産 809 852

投資その他の資産   

その他 2,836 3,278

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 2,830 3,272

固定資産合計 25,265 26,242

資産合計 48,970 47,747

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,363 6,188

短期借入金 2,226 2,391

1年内返済予定の長期借入金 8,636 3,135

未払法人税等 42 139

賞与引当金 111 308

その他 2,811 3,248

流動負債合計 20,191 15,413

固定負債   

長期借入金 15,630 21,220

退職給付引当金 1,730 1,673

役員退職慰労引当金 98 127

負ののれん 49 53

その他 830 863

固定負債合計 18,339 23,940

負債合計 38,531 39,353
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,894 1,990

資本剰余金 3,585 2,689

利益剰余金 4,054 4,000

自己株式 △322 △277

株主資本合計 10,212 8,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155 16

繰延ヘッジ損益 △0 △21

為替換算調整勘定 △611 △662

評価・換算差額等合計 △456 △667

少数株主持分 683 657

純資産合計 10,439 8,394

負債純資産合計 48,970 47,747
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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 11,191 9,971

売上原価 9,661 8,413

売上総利益 1,530 1,557

販売費及び一般管理費 1,735 1,383

営業利益又は営業損失（△） △205 173

営業外収益   

受取利息 24 3

受取配当金 19 15

為替差益 95 －

負ののれん償却額 4 4

持分法による投資利益 9 －

補助金収入 － 97

その他 40 53

営業外収益合計 192 173

営業外費用   

支払利息 150 120

為替差損 － 59

持分法による投資損失 － 0

その他 37 20

営業外費用合計 188 201

経常利益又は経常損失（△） △200 145

特別利益   

固定資産売却益 8 0

国庫補助金 351 －

その他 5 1

特別利益合計 365 1

特別損失   

たな卸資産評価損 400 －

固定資産除却損 － 10

その他 241 15

特別損失合計 641 25

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（△）

△476 121

法人税、住民税及び事業税 53 11

法人税等調整額 △313 32

法人税等合計 △260 43

少数株主利益 31 23

四半期純利益又は四半期純損失（△） △247 53
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△476 121

減価償却費 922 664

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △71 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） △220 56

受取利息及び受取配当金 △43 △18

支払利息 150 120

為替差損益（△は益） 40 0

たな卸資産評価損 400 －

有形固定資産売却損益（△は益） △8 △0

補助金収入 △351 △97

売上債権の増減額（△は増加） 371 △808

たな卸資産の増減額（△は増加） △113 504

仕入債務の増減額（△は減少） 355 128

その他 △2,371 △465

小計 △1,421 181

利息及び配当金の受取額 62 30

利息の支払額 △215 △195

法人税等の支払額 △80 △114

その他の収入 － 97

その他の支出 △7 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,662 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △413 △176

有形固定資産の売却による収入 16 0

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

補助金の受取額 351 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

127 －

その他 △113 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △33 △163

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） △432 △117

長期借入れによる収入 1,510 6

長期借入金の返済による支出 △466 △127

株式の発行による収入 － 1,799

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 －

少数株主への配当金の支払額 △11 －

その他 296 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 895 1,522

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △783 1,444

現金及び現金同等物の期首残高 4,064 2,445

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,280 3,889
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 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によっております。 

 ２ 各事業の主な製品 

 (1）プラスチック材料加工事業………ＦＰＤ向け光学フィルム、電子部品材料、化成品（トナー） 

 (2）製紙・塗工紙関連事業……………洋紙、情報メディア製品、機能紙 

 (3）その他の事業………………………物流サービス、その他 

  

（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〕

  

プラスチッ
ク材料加工
事業 
（百万円） 

製紙・塗工
紙関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（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  6,869  4,240  81  11,191  －  11,191

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 △0  0  288  287 （287）  －

 計  6,868  4,241  369  11,479 （287）  11,191

 営業利益又は営業損失（△）  △361  97  31  △232  27  △205

  

プラスチッ
ク材料加工
事業 
（百万円） 

製紙・塗工
紙関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（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  6,515  3,429  26  9,971  －  9,971

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  135  250  386 （386）  －

 計  6,515  3,565  276  10,357 （386）  9,971

 営業利益又は営業損失（△）  178  △32  3  149  24  173
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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 

(1) 北米：アメリカ 

(2) 欧州：オランダ 

(3) アジア：中国 

   

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本  

（百万円） 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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  9,270  1,112  297  511  11,191  －  11,191

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 607  148  1  △66  690 （690）  －

 計  9,878  1,261  298  444  11,881 （690）  11,191

 営業利益又は営業損失（△）  △355  67  4  56  △226  21  △205

  
日本  

（百万円） 
北米

（百万円）
欧州

（百万円）
アジア

（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  8,189  993  295  493  9,971  －  9,971

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 756  179  0  63  1,000 （1,000）  －

 計  8,945  1,173  295  557  10,971 （1,000）  9,971

 営業利益  103  1  9  51  165  8  173
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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 

(1）北米：アメリカ 

(2）欧州：イギリス 

(3）アジア：中国 

(4) その他の地域：南米他 

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。 

  

 当社は、平成21年５月12日付けで、凸版印刷株式会社、三井化学株式会社、鈴與株式会社及び昌栄印刷株式会

社から第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が904百万

円、資本準備金が895百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が2,894百万円、資本準備金が

3,569百万円となっております。 

 
  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  989  542  1,275  106  2,913

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  11,191

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 8.8  4.8  11.4  1.0  26.0

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  710  712  1,576  111  3,110

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  9,971

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に

占める割合（％） 
 7.1  7.2  15.8  1.1  31.2

（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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