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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 295,101 △13.9 25,561 △1.1 25,585 △5.5 18,034 0.1
21年3月期第2四半期 342,692 ― 25,856 ― 27,082 ― 18,018 ―

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2四半期 108.26 108.11
21年3月期第2四半期 108.17 108.06

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2四半期 609,464 368,218 60.1 2,198.24
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2四半期  366,213百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 20.00

22年3月期 
（予想）

― 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  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

通期 575,000 △0.5 43,000 210.7 46,000 210.6 32,000 ― 192.09

－1－



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、10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。 
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、9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2四半期 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2四半期  7,163,951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2四半期 166,589,992株 21年3月期第2四半期 166,575,370株

－2－



（参考）平成22年３月期第２四半期（３ヶ月）の連結業績 

（平成21年７月１日～平成21年９月30日）                           

（百万円未満切捨て） 

（％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２四半期  156,668  △9.8 17,115  38.7 16,674  44.8 11,917  57.4

21年３月期第２四半期   173,632 ―   12,339 ―   11,515 ―    7,572 ― 

  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２四半期  71.54  71.44

21年３月期第２四半期   45.46   45.41
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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２四半期の世界経済は、各国の景気刺激策により、景気は戻りつつありますが、持続的な
回復については、不透明感を払拭するまでには至らない状況でした。わが国経済においても、輸
出の回復や在庫調整の進展、各種経済対策の効果により持ち直しつつあるものの、設備投資の抑
制、雇用情勢の悪化や急激な円高への為替変動も加わり不安を残した形で推移しました。 

このような経済環境のもと、当社グループでは、いち早く「無（む）・減（げん）・代（だ
い）」プランと称したコスト構造改革を継続実施いたしました。また、日本の「エコポイント制
度」や中国の「家電下郷」の経済対策効果による薄型テレビなどの需要の戻りに対して、電子材
料や工業用材料を着実に受注することができました。さらにノートパソコンの生産台数増加によ
るＨＤＤ（ハード・ディスク・ドライブ）の需要回復に対して回路材料が好調に推移しました。
一方、今後の成長領域に位置づけている機能材料は、米国ＦＤＡ（食品・医薬品局）より、経皮
吸収型テープ製剤のクロニジンパッチ（高血圧症治療薬）が認可を受け、販売を開始しました。
なお経皮吸収型テープ製剤は、米国のみならず、日本を含むアジアでの事業展開を加速させまし
た。 

以上の結果、需要が経済危機以前の水準に戻った業界は限られていましたが、「無（む）・減
（げん）・代（だい）」プランの効果により、前年の第２四半期と比較して、売上高は減少した
ものの増益となりました。売上高は9.8％減（以下の比較はこれに同じ）の156,668百万円に、営
業利益は38.7％増の17,115百万円となりました。経常利益は、44.8％増の16,674百万円、四半期
純利益は57.4％増の11,917百万円となりました。 

  

  事業の種類別セグメントの業績概況 

① 工業用材料  

 エレクトロニクス業界向けには、経済政策効果による薄型テレビやＨＤＤ（ハード・ディス
ク・ドライブ）の生産台数拡大が想定以上であったため、同業界向けの光学用保護フィルムや両
面粘着テープ、シーリング材料などが好調に推移しました。また、携帯電話では、タッチパネル
を搭載した多機能携帯電話（スマートフォン）の増加により光学用透明粘着シートが順調に拡大
しました。自動車業界では、市場全体の回復は限られている中、ハイブリッド車用部品の拡販に
注力をしました。住宅建材や設備投資関連では、市場の冷え込みが継続しており、施工材料であ
る防水テープや養生用テープなどが力強さに欠ける展開でした。 

以上の結果、売上高は50,364百万円（20.3％減）、営業利益は3,900百万円（15.1％減）となり
ました。 

  
② 電子材料 

液晶表示関連材料は、コスト構造改革と生産性向上の継続的な活動効果に加え、景気刺激策に
より、薄型テレビを中心にパネル需要が活況を呈したため、好調に推移しました。半導体関連材
料は、環境対策樹脂が従来品からの切り替えを着実に促進することで回復しましたが、市場需要
自体は、本格的回復に至らなかったため、全体では緩やかな回復となりました。回路材料は、Ｈ
ＤＤ向け需要が想定以上に回復したことにより、好調に推移しました。電子プロセス材料は、半
導体向けは顧客の設備投資抑制の影響により低調でした。電子部品向けについては需要回復基調
にあったものの、競合状況が激化する傾向にありました。その結果、全体としては低調な推移と
なりました。 

以上の結果、売上高は92,297百万円（3.7％減）、営業利益は10,734百万円（82.8％増）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、国内では喘息用や狭心症用な
どが拡販され、海外では米国市場でクロニジンパッチ（高血圧症治療薬）が新たに認可を取得
し、販売を開始したため好調に推移しました。また、医療衛生材料も海外市場で堅調に推移しま
した。このため、全体では順調な推移となりました。高分子分離膜は、新製品上市による効果は
見られましたが、海外向け大型海水淡水化案件が、端境期にあることや、超純水市場の新規案件
と膜モジュール交換需要の低迷が続いたため、低調な展開でした。エンプラ部材は、自動車業界
向けの機能部材が回復基調にあったものの、工業用ふっ素樹脂製品全般の需要は弱く、全体とし
て低調に推移しました。 

以上の結果、売上高は14,006百万円（3.9％減）、営業利益は2,480百万円（32.5％増）となり
ました。 
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所在地別セグメントの業績概要  

日本は、経済対策により景気下支え効果が見られたものの、企業の設備投資や消費者マインド
の改善には至りませんでした。このような中、当社グループは、徹底したコスト削減の推進を行
いました。アジア・オセアニアは、中国政府の政策による薄型テレビ、パソコン、ＨＤＤ等の強
い需要増に対応し急激な回復となりました。これに対して、電子材料の海外生産を増やすなどの
構造改革を図りました。以上の結果、日本、アジア・オセアニアとも売上高は、前第２四半期と
比較して減少しましたが、営業利益は、増加しました。具体的には、日本は、売上高52,193百万
円（12.4%減）、営業利益9,540百万円（25.1%増）、アジア・オセアニアは、売上高87,484百万円
（8.1%減）、営業利益5,353百万円（17.6%増）となりました。欧州については、昨年の景気悪化
から脱しておらず、回復が緩やかなものに留まり、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6,928百万円（10.8％減）、営業利益329百万円（13.3%
減）となりました。北米は、依然として景気が低迷しており、売上高10,062百万円（8.9%減）と
なりましたが、経皮吸収型テープ製剤（高血圧症治療薬）の販売開始、各種工業用途向け高分子
分離膜への注力、工業用材料の事業構造改革効果などより、黒字転換を果たし、営業利益1,648百
万円となりました。 

なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22
年３月期第１四半期決算短信（平成21年７月31日開示）をご参照ください。 
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（参考）セグメント別の状況（６ヶ月）                                （単位：百万円 比率：％）

    前第２四半期 当第２四半期 

    
    自 平成20年４月１日  

    至 平成20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 123,670 96.7  93,169 75.3

 営業利益 9,512 72.8  5,220 54.9

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料     133,834 88.2  131,020 97.9

 半導体関連材料 10,285 92.8  7,733 75.2

 プリント回路材料 27,639 92.9  24,604 89.0

 電子プロセス材料 18,788 104.0  12,467 66.4

計 190,547 90.4  175,827 92.3

 営業利益 12,460 71.2  17,223 138.2

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 8,556 99.3  10,938 127.8

 高分子分離膜 10,925 111.4  8,346 76.4

 エンプラ部材 8,992 100.8  6,819 75.8

計 28,474 104.1  26,103 91.7

 営業利益 3,883 89.1  3,117 80.3

合 

計 

売上高 342,692 93.6  295,101 86.1

営業利益 25,856 74.1  25,561 98.9
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 （参考）セグメント別の状況（３ヶ月）                                 （単位：百万円 比率：％）

    前第２四半期  当第２四半期 

    
    自 平成20年７月１日 

    至 平成20年９月30日 

    自 平成21年７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 63,191 97.6  50,364 79.7

 営業利益 4,593 64.3  3,900 84.9

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料     65,749 82.7  68,552 104.3

 半導体関連材料 5,261 91.2  4,110 78.1

 プリント回路材料 15,838 96.3  13,006 82.1

 電子プロセス材料 9,024 96.7  6,628 73.5

計 95,872 86.3  92,297 96.3

 営業利益 5,873 51.3  10,734 182.8

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 4,166 98.6  6,117 146.8

 高分子分離膜 5,844 120.2  4,238 72.5

 エンプラ部材 4,556 102.0  3,651 80.1

計 14,567 107.5  14,006 96.1

 営業利益 1,873 84.8  2,480 132.5

合 

計 

売上高 173,632 91.7  156,668 90.2

営業利益 12,339 59.3  17,115 138.7
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 （参考）セグメント別の状況（年度予想）                                （単位：百万円 比率：％）

  

  

当連結会計年度 

年度予想 

(平成21年４月30日時点) 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

当連結会計年度 

年度予想  

(平成21年10月30日時点) 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31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 186,000 88.8  189,000 90.2

 営業利益  6,300 75.9  8,500 102.4

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料 220,000 98.5  246,000 110.2

 半導体関連材料 13,000 82.7  15,000 95.4

 プリント回路材料 40,000 86.5  46,000 99.5

 電子プロセス材料 25,500 87.8  26,000 89.5

計 298,500 95.0  333,000 105.9

 営業利益   10,300 －  28,500 －

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 21,500 121.0  21,000 118.2

 高分子分離膜 20,000 96.7  18,000 87.0

 エンプラ部材 14,000 89.5  14,000 89.5

計  55,500 102.6  53,000 97.9

 営業利益 6,400 98.9  6,000 92.7

合 

計 

売上高 540,000 93.4  575,000 99.5

営業利益 23,000 166.2  43,000 310.7
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２．連結財政状態に関する定性的情報  

当第２四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51,206百万円増加し、609,464百万円となりました。また、純資

産は7,088百万円増加し、368,218百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年

度末の64.1％から60.1％になりました。 

 主な増減は資産の部では、現金及び預金が33,136百万円増加、受取手形及び売掛金が38,433百

万円増加、有形固定資産が11,199百万円減少しました。負債の部では、支払手形及び買掛金が

27,500百万円増加、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、電子材料など一部製品の売上増や米国グループ会社で初期出荷

した経皮吸収型テープ製剤（高血圧症治療薬）が利益増に寄与し、当第２四半期累計期間の業績

は想定を上回りました。 

しかしながら、当平成22年３月期の後半において、景気の先行きに不透明感が払拭できず、厳

しい状況が予想されます。さらに各国の政策的な景気刺激策も一部において終了しており、年度

前半のような旺盛な需要が見込めないものと懸念されます。特に、第４四半期においては、稼働

日が極めて短いこと、季節要因により電子材料の需要が減少することなどが見込まれます。加え

て円高を前提として、平成22年３月期通期連結業績について、下記の通り見直しを行いました。 

なお、通期業績見通しの前提となる第３四半期以降の為替レートにつきましては、１米＄=90円

に設定し、 通期の為替レートは１米＄=93円を想定しております。   

  

平成22年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成21年４月1日から平成22年３月31日） 

  

本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断

した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は、

様々な要因によりこれらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。 

  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 

  前回発表予想（Ａ） 540,000 23,000 20,000  13,000 78.04

  今回修正予想（Ｂ）  575,000  43,000  46,000  32,000  192.09

  増減額（Ｂ－Ａ）  35,000  20,000  26,000    19,000  － 

  増減率（％）  6.5  87.0  130.0    146.2  － 

 ＜ご参考＞  

 前期実績（平成21年３月期）

 

577,922

 

13,838

 

14,807

  

 267

 

 1.61
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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） 

    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。  
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 147,101 113,965

受取手形及び売掛金 131,958 93,524

商品及び製品 18,679 20,300

仕掛品 27,084 28,960

原材料及び貯蔵品 11,767 11,726

その他 16,841 21,429

貸倒引当金 △775 △672

流動資産合計 352,656 289,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 192,516 189,426

機械装置及び運搬具 319,049 311,453

工具、器具及び備品 35,721 36,142

土地 19,583 19,688

建設仮勘定 11,627 20,198

減価償却累計額 △359,509 △346,719

有形固定資産合計 218,989 230,188

無形固定資産   

無形固定資産合計 8,429 8,579

投資その他の資産   

その他 29,713 30,556

貸倒引当金 △324 △301

投資その他の資産合計 29,389 30,255

固定資産合計 256,808 269,023

資産合計 609,464 558,258

日東電工㈱ (6988) 平成22年3月期 第2四半期決算短信

－11－



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 81,380 53,879

短期借入金 23,298 28,832

コマーシャル・ペーパー － 25,000

未払法人税等 6,879 1,545

役員賞与引当金 169 265

その他 39,719 44,195

流動負債合計 151,446 153,718

固定負債   

社債 50,000 －

長期借入金 17,880 20,923

退職給付引当金 18,672 18,351

役員退職慰労引当金 477 506

負ののれん 2 574

その他 2,766 3,054

固定負債合計 89,799 43,409

負債合計 241,246 197,127

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 336,112 324,740

自己株式 △28,322 △28,380

株主資本合計 390,743 379,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,729 1,040

繰延ヘッジ損益 378 △129

為替換算調整勘定 △26,637 △22,382

評価・換算差額等合計 △24,529 △21,471

新株予約権 1,154 1,086

少数株主持分 849 2,204

純資産合計 368,218 361,130

負債純資産合計 609,464 558,258
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 342,692 295,101

売上原価 258,302 218,854

売上総利益 84,390 76,246

販売費及び一般管理費 58,533 50,684

営業利益 25,856 25,561

営業外収益   

受取利息 290 113

受取配当金 100 88

作業屑収入 － 861

為替差益 1,232 －

雑収入 1,645 1,261

営業外収益合計 3,269 2,323

営業外費用   

支払利息 565 729

為替差損 － 451

雑損失 1,477 1,118

営業外費用合計 2,043 2,299

経常利益 27,082 25,585

特別利益   

固定資産売却益 75 195

特許関連収入 285 －

その他 212 299

特別利益合計 573 494

特別損失   

固定資産売却損 24 28

固定資産除却損 219 550

特別退職金 105 173

環境対策費 － 274

その他 278 168

特別損失合計 627 1,196

税金等調整前四半期純利益 27,028 24,884

法人税等 8,509 6,802

少数株主利益 501 46

四半期純利益 18,018 18,034

日東電工㈱ (6988) 平成22年3月期 第2四半期決算短信

－13－



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 173,632 156,668

売上原価 131,388 113,908

売上総利益 42,244 42,760

販売費及び一般管理費 29,904 25,644

営業利益 12,339 17,115

営業外収益   

受取利息 154 36

受取配当金 5 3

作業屑収入 261 422

雑収入 495 600

営業外収益合計 917 1,063

営業外費用   

支払利息 292 375

為替差損 558 621

雑損失 890 507

営業外費用合計 1,741 1,504

経常利益 11,515 16,674

特別利益   

固定資産売却益 29 181

受取補償金 67 90

退職給付制度改定益 － 88

その他 64 3

特別利益合計 161 364

特別損失   

固定資産売却損 12 5

固定資産除却損 158 379

特別退職金 30 63

環境対策費 － 274

その他 268 119

特別損失合計 471 841

税金等調整前四半期純利益 11,205 16,197

法人税等 3,366 4,258

少数株主利益 266 21

四半期純利益 7,572 11,917
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 27,028 24,884

減価償却費 24,339 21,619

売上債権の増減額（△は増加） △2,564 △41,744

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,191 2,307

未収入金の増減額（△は増加） 1,519 △30

仕入債務の増減額（△は減少） △10,300 28,348

未払費用の増減額（△は減少） △2,796 5,132

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,856 3,831

その他 △2,000 2,867

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,178 47,215

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 △34,608 △21,672

固定資産の売却による収入 473 579

定期預金の増減額（△は増加） － △40,444

その他 △9 △1,918

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,144 △63,454

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） 6,080 △7,531

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 607 166

長期借入金の返済による支出 △440 △305

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 △514 10,603

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,169 △1,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △10,310 △7,287

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 68,927 106,435
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）     （単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）     （単位：百万円） 

  

（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  63,191  95,872  14,567  173,632  －  173,632

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 550  17  177  745 （745）  －

計  63,742  95,890  14,745  174,378 （745）  173,632

営業利益  4,593  5,873  1,873  12,339  －  12,339

  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  50,364  92,297  14,006  156,668  －  156,668

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 342  14  112  469 （469）  －

計  50,706  92,312  14,119  157,138 （469）  156,668

営業利益  3,900  10,734  2,480  17,115  －  17,115
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）     （単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

  

  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  123,670  190,547  28,474  342,692  －  342,692

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 998  45  344  1,388 （1,388）  －

計  124,668  190,592  28,819  344,080 （1,388）  342,692

営業利益  9,512  12,460  3,883  25,856  －  25,856

  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  93,169  175,827  26,103  295,101  －  295,101

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 665  36  197  900 （900）  －

計  93,835  175,864  26,301  296,001 （900）  295,101

営業利益  5,220  17,223  3,117  25,561  －  25,561

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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 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）     （単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）     （単位：百万円） 

  

〔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 
 59,590  11,043  7,767  95,230  173,632  －  173,632

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 75,229  356  1,428  8,969  85,983 （85,983）  －

計  134,819  11,399  9,196  104,200  259,615 （85,983）  173,632

営業利益  7,628  △412  380  4,553  12,149  189  12,339

  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 
 52,193  10,062  6,928  87,484  156,668  －  156,668

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 71,330  368  834  9,854  82,387 （82,387）  －

計  123,524  10,430  7,763  97,338  239,056 （82,387）  156,668

営業利益  9,540  1,648  329  5,353  16,872  243  17,115
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前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）     （単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

  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 
 118,533  21,592  15,679  186,887  342,692  －  342,692

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 147,044  741  2,621  15,272  165,681 （165,681）  －

計  265,577  22,334  18,301  202,160  508,374 （165,681）  342,692

営業利益  16,153  △627  1,082  8,376  24,986  870  25,856

  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 
 98,095  18,543  13,544  164,918  295,101  －  295,101

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 137,032  651  1,512  17,556  156,753 （156,753）  －

計  235,127  19,194  15,057  182,474  451,854 （156,753）  295,101

営業利益  14,780  1,559  430  9,485  26,255 （694）  25,561

日東電工㈱ (6988) 平成22年3月期 第2四半期決算短信

－19－



  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）     （単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）     （単位：百万円） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）     （単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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  7,954  9,857  99,176  1,096  118,085

Ⅱ 連結売上高                          173,632

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 4.6  5.7  57.1  0.6  68.0

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  7,980  7,761  90,602  272  106,617

Ⅱ 連結売上高                          156,668

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 5.1  5.0  57.8  0.2  68.1

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  16,042  19,185  194,682  1,951  231,860

Ⅱ 連結売上高                          342,692

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 4.7  5.6  56.8  0.6  67.7

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  14,070  15,314  171,609  513  201,507

Ⅱ 連結売上高                          295,101

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 4.8  5.2  58.2  0.2  68.3

（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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