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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 28,094 △29.4 804 58.3 857 41.8 395 ―

21年3月期第2四半期 39,801 ― 508 ― 604 ― △681 ―

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 6.36 ―

21年3月期第2四半期 △10.85 ―

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 55,765 32,926 52.9 474.27
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2四半期  29,527百万円 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

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 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 60,000 △18.9 1,600 ― 1,700 ― 700 ― 11.24
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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2四半期 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2四半期  3,855,531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2四半期 62,263,472株 21年3月期第2四半期 62,796,208株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで、以下「当第２四半期」）におけるわ

が国経済は、昨年来の世界経済同時不況の影響により低調な出だしでありましたが政府による多岐にわたる景

気浮上策の効果や中国・インドを中心としたアジア地域経済の急速な回復等に伴い、第２四半期後半から改善

の動きが見られました。 

 このような環境の中で、当社グループは、４月より技術総合力を発揮できる横断的な開発体制に再編し、常

に当社グループにおける「もの造りの原点」に立ち返り、技術、製造、営業が一体となって顧客のニーズに素

早く対応し、ビジネスチャンスを確実に捕捉し、売上確保に努めてまいりました。また、製造から販売・管理

にいたる全ての過程を見直し、徹底的な無駄の排除、コストの削減策を実施いたしました。 

 この結果、当第２四半期の売上高は28,094百万円（前年同四半期連結累計期間比（以下「前年同期比」）

29.4%の減少）、営業利益は804百万円（前年同期比58.3%の増加）、経常利益は857百万円（前年同期比41.8%の

増加）、四半期純利益は、前年同四半期連結累計期間に計上したたな卸資産評価損や中国における固定資産の

減損損失などの特別損失はなく、395百万円（前年同期は681百万円の損失）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 

 国内コンパウンドの売上は、前年度第４四半期を底として、塩ビコンパウンドは樹脂サッシュ用途の下支

え、５月以降の家電、自動車用電線需要の回復により、またエラストマーは第２四半期以降中国における自動

車用途の需要の急速な改善により増加に転じましたが、全体としては前年同期比減少いたしました。 

 海外では、米国は第２四半期後半以降、自動車用途の需要に多少の改善が見られたものの、昨年来より続い

ている建材、自動車市場低迷の影響により、全体として減収となりました。また、アジアでは中国・インド市

場およびＡＳＥＡＮ地域における自動車用途の需要の復調により売上は堅調に推移しましたが、前年同期比で

は減収となりました。 

 この結果、売上高は18,747百万円（前年同期比32.4%の減少）となりました。 

フイルム事業 

 国内では、フレキシブル・フラットケーブル用フィルムは中国市場の急速な回復を背景に需要が拡大し、売

上が増加しましたが、建材市場は低迷を続け、建材用内装フィルム、ユニットバス用のフィルムともに低調と

なり、全体では前年同期比減収となりました。 

 また、群馬事業所で生産している高機能フイルムの売上は、第2四半期後半においてテレビ用途に急回復がみ

られましたが、前半の落込みを補うには至りませんでした。 

 海外では、欧米の建材市場における景況感に改善の兆しが無く、大規模な生産調整、在庫調整が続き、建材

用内装フィルムの需要が減少したため、大幅な減収となりました。 

 この結果、売上高は6,614百万円（前年同期比27.7%の減少）となりました。 

食品包材事業 

 国内では、業務用ラップの市場は景気後退に伴う「外食から内食へ」という消費者の行動変化や、スーパー

等の包装形態の変化に伴い売上が増加しました。家庭用ラップは消費者が低価格品を選択する傾向がより一層

強くなったことから、売上が減少し、全体としては前年同期比減収となりました。海外においては、収益改善

を目的に、販売政策を大幅に見直したことにより減収となりました。 

 この結果、売上高は2,453百万円（前年同期比6.3%の減少）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279百万円（前年同期比7.3%の減少）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２四半期連結会計期間末における総資産は、55,765百万円で前連結会計年度末（以下「前年度末」）に

比べ2,234百万円増加しました。うち、流動資産は前年度末に比べ2,063百万円の増加であり、キャッシュフロ

ーの改善による短期運用資産の増加及び売上回復に伴う売上債権の増加が主因です。また、固定資産は前年度

末に比べ171百万円増加しましたが、これは、保有上場株式評価額増加による投資有価証券の増加を主因とする

ものです。 

 負債合計は、22,838百万円で前年度末に比べ1,089百万円増加しました。流動負債は前年度末に比べ1,058百

万円増加しましたが、これは、短期借入金の増加及び賞与引当金の増加などによるものです。また、固定負債

は長期借入金の増加などにより前年度末に比べ31百万円増加しました。 

 純資産は、32,926百万円で前年度末に比べ1,145百万円増加しました。これは、純利益の増加による利益剰余

金の増加、株式の時価評価の増加によるその他有価証券評価差額金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29,527百万円となり、自己資本比率は52.9%とな

りました。 

 第２四半期累計期間（連結・個別）における業績の動向等を勘案し、平成21年11月9日付「業績予想の修正に

関するお知らせ」で修正しております。 

 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２四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 3,844,736 5,145,437

受取手形及び売掛金 15,872,268 15,731,162

有価証券 300,731 800,956

商品及び製品 3,863,825 4,353,230

仕掛品 684,915 599,033

原材料及び貯蔵品 2,829,339 2,759,593

その他 4,521,021 456,696

貸倒引当金 △252,039 △244,474

流動資産合計 31,664,798 29,601,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,932,645 5,995,029

機械装置及び運搬具（純額） 6,613,065 6,976,333

工具、器具及び備品（純額） 522,510 631,936

土地 4,685,108 4,596,486

リース資産（純額） 68,979 33,085

建設仮勘定 274,807 122,929

有形固定資産合計 18,097,116 18,355,800

無形固定資産   

のれん 80,413 60,724

リース資産 98,548 99,575

その他 408,887 426,304

無形固定資産合計 587,848 586,604

投資その他の資産   

投資有価証券 3,806,520 3,345,897

前払年金費用 1,058,230 1,138,771

その他 584,025 531,413

貸倒引当金 △33,515 △30,058

投資その他の資産合計 5,415,261 4,986,025

固定資産合計 24,100,226 23,928,429

資産合計 55,765,024 53,530,064
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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 11,915,550 11,905,022

短期借入金 4,369,918 3,592,141

1年内返済予定の長期借入金 5,265 5,854

リース債務 40,783 30,105

未払金 973,209 807,066

未払費用 763,377 918,593

未払法人税等 219,535 148,034

賞与引当金 393,377 179,459

その他 413,337 449,992

流動負債合計 19,094,354 18,036,269

固定負債   

長期借入金 551,894 526,674

リース債務 130,135 105,238

退職給付引当金 2,074,151 2,100,696

役員退職慰労引当金 150,468 146,763

その他 837,336 833,437

固定負債合計 3,743,986 3,712,810

負債合計 22,838,341 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 15,685,912 15,414,548

自己株式 △1,335,644 △1,333,443

株主資本合計 29,399,663 29,130,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 905,735 457,329

為替換算調整勘定 △778,341 △964,452

評価・換算差額等合計 127,393 △507,123

少数株主持分 3,399,626 3,157,607

純資産合計 32,926,683 31,780,984

負債純資産合計 55,765,024 53,530,064
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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）

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 39,801,228 28,094,985

売上原価 35,222,535 24,063,299

売上総利益 4,578,693 4,031,685

販売費及び一般管理費 4,070,394 3,226,803

営業利益 508,298 804,882

営業外収益   

受取利息 23,847 11,004

受取配当金 57,577 47,778

為替差益 57,392 －

その他 108,809 80,759

営業外収益合計 247,626 139,542

営業外費用   

支払利息 67,201 42,662

為替差損 － 27,980

その他 84,018 16,068

営業外費用合計 151,220 86,710

経常利益 604,704 857,713

特別利益   

固定資産売却益 2,554 2,696

投資有価証券売却益 － 64

受取保証金 － 62,869

特別利益合計 2,554 65,630

特別損失   

固定資産売却損 145 6

固定資産除却損 13,284 33,866

減損損失 485,816 －

投資有価証券評価損 － 41,380

たな卸資産評価損 440,115 －

その他 139,604 －

特別損失合計 1,078,965 75,254

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（△）

△471,705 848,090

法人税等 △2,100 249,441

少数株主利益 211,856 202,744

四半期純利益又は四半期純損失（△） △681,461 395,904
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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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四半期個別財務諸表 

（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における

レビュー対象ではありません。 

  

「参考」

  
当第２四半期会計期間末 

（平成21年９月30日） 

前事業年度に係る 

要約貸借対照表 

（平成21年３月31日） 

 資産の部    

  流動資産 23,366,629 21,234,099 

  固定資産 21,055,290 21,005,955 

   有形固定資産 11,813,176 12,354,534 

   無形固定資産 348,329 369,908 

   投資その他の資産 8,893,784 8,281,512 

  資産合計 44,421,920 42,240,054 

 負債の部     

  流動負債 12,419,702 10,686,752 

  固定負債 2,623,156 2,760,693 

  負債合計 15,042,859 13,447,445 

 純資産の部     

  株主資本 28,471,919 28,330,986 

   資本金 8,514,018 8,514,018 

   資本剰余金 6,535,677 6,535,677 

   利益剰余金 14,757,866 14,614,732 

   自己株式 △1,335,644 △1,333,443 

  評価・換算差額等 907,142 461,622 

   その他有価証券評価差額金 907,142 461,622 

  純資産合計 29,379,061 28,792,609 

 負債純資産合計 44,421,920 42,240,054 
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（２）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示における

レビュー対象ではありません。 

  

  

前第２四半期累計期間 

（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 25,489,629 18,475,975 

 売上原価 22,632,788 15,881,318 

 販売費及び一般管理費 2,889,878 2,322,586 

 営業利益又は営業損失（△） △33,037 272,070 

 営業外収益 165,901 240,812 

 営業外費用 50,107 88,080 

 経常利益 82,757 424,802 

 特別利益  1,801 231,244 

 特別損失 1,030,383 377,501 

税引前四半期純利益又は税引前

四半期純損失（△） 
△945,824 278,545 

 法人税等 △117,963 10,871 

四半期純利益又は四半期純損失

（△） 
△827,861 267,674 
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