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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 189,591 △26.3 1,098 △69.4 1,029 △76.1 428 ―

21年3月期第2四半期 257,078 ― 3,584 ― 4,306 ― △407 ―

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 6.58 ―

21年3月期第2四半期 △6.25 ―

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 220,364 69,538 31.3 1,059.33
21年3月期 215,279 63,599 29.1 963.50

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  68,921百万円 21年3月期  62,713百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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 390,000 △11.9 4,100 14.6 3,400 △11.1 1,700 △21.4 26.13
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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、7ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。 

(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 

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。なお、業績予想に関する事項は添付資料6ページをご参照ください。 

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2四半期 65,159,227株 21年3月期  65,159,227株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  97,949株 21年3月期  70,288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 65,065,234株 21年3月期第2四半期 65,088,989株
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業績  

 当第２四半期連結会計期間における日本経済は、昨年来の世界経済減速の影響を受け、雇用環境を中心として

厳しい状況が継続したものの、各国による経済対策の効果などにより一部の輸出や生産に持ち直しの動きがみら

れました。  

 こうした中、情報電子や合成樹脂を主力とする当社の事業においても一部に回復の兆しがみられましたが、円

高による影響もあり、連結ベースの売上高は 百万円(対前年同期比26.4％減）となりました。一方、利益

面では、経費削減などにも取り組んだ結果、期初予想は上回ることができましたが、営業利益は 百万円（同

49.2％減）、経常利益は 百万円（同58.1％減）となりました。四半期純利益は 百万円（前年同期は四半期

純損失1,591百万円）でした。 

  

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（情報電子事業） 

 情報電子事業は主力の液晶関連が概ね前年同期並みの展開となりました。偏光板は数量ベースでは前年同期を

若干上回ったものの、金額ベースでは価格下落の影響から弱含む結果となりました。 

 インクジェット関連と複写機関連は、円高の影響やカラーコピー使用量の減少により低迷しました。 

 太陽電池関連は業界全体で厳しい状況が続く中、シェア拡大に努めたものの苦戦しました。 

 半導体関連は各国の景気刺激策などにより一部に回復傾向がみられたものの、自動車向けは依然低調でした。

 マスクブランクスはフラットパネルディスプレイ（FPD）向けが回復したものの半導体向けは苦戦しました。

一方、PETフィルムなどの電子部品用材料は持ち直しました。 

 装置関連は、大型真空装置の販売が無かったことや、ハンドラーなどその他の装置も設備投資抑制により対前

年同期比では大幅に減少しました。  

 これらの結果、売上高は 百万円（同23.3％減）となり、営業利益は 百万円（同41.3％減）となりま

した。 

  

（住環境事業） 

 住環境事業は、建築・不動産不況の回復の兆しが見えないまま、新築住宅着工戸数の大幅減少・竣工物件の値

下げにより厳しさが増しました。 

 住宅・産業資材関連は、着工戸数の減少の中でハウスメーカー、ビルダー共に販売戸数が落ち込んだことから

住宅資材関連の荷動きが減少しました。さらにこの影響で産業資材の住宅水廻り機器関連も減少しました。 

 木材・建材関連は、輸入木材の低迷が続き、また三国間貿易も 終マーケットである日本国内需要が低迷した

ため不調でした。一方、建材用資材の生産能力が需要に見合う供給体制となりつつあり、事業・生産能力の再編

に向けた動きが活発化する中、競争力のある商品の企画販売に注力しました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同25.0％減）となり、営業損失は12百万円(前年同期は営業損失14百万

円）となりました。 

（化学品事業） 

 化学品事業は昨年来の不況の影響から機能化学品関連が大幅に落ち込んだ一方、ライフサイエンス関連の減少

幅は比較的緩やかでした。 

 機能化学品関連では、エンジニアリングプラスチックスやエポキシ樹脂向けなどの樹脂原料が大幅に落ち込み

ました。汎用樹脂向けの樹脂添加剤は回復傾向がみられました。自動車部品用アラミド繊維、シリコーン樹脂は

減少しました。塗料、インキ、製紙薬剤関連も落ち込みました。 

 ライフサイエンス関連ではジェネリック医薬品向けの原薬や中間体が順調に推移したものの、その他の医農薬

原料は減少しました。一般中間体、また液晶・半導体関連の落ち込みを受けたレジスト原料はそれぞれ大幅減と

なりました。生活関連商品では家庭用殺虫剤が減少した半面、新型インフルエンザ関連商品が寄与し、横這いと

なりました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同29.5％減）となり、営業利益は 百万円（同51.7％減）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

98,259

908

793 182

41,130 423

4,381

13,828 58
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（合成樹脂事業） 

 合成樹脂事業は、自動車部品向け樹脂の販売に多少の回復がみられたほか、新規開拓による販売も増加したも

のの、全体としては依然、厳しい状況が続きました。 

 国内の高機能樹脂については、大きく落ち込んでいた自動車や電子・電気機器用コネクター関連を中心に回復

の兆しがみられました。 

 輸出は回復の動きもみられたものの、対前年同期比では依然、低い水準にとどまりました。 

 汎用樹脂の国内販売は、需要の落ち込みは比較的緩やかだったものの、前年同期比では減少しました。 

 一般フィルム製品や機能フィルム製品は、冷夏や新型インフルエンザの影響で食品包装用の荷動きが悪く、低

調に推移しました。国内における原料販売も不振でした。 

 一方、シート製品はグループ会社の乳製品関連容器が順調でした。スポーツ資材はインドネシアに新たにグリ

ップテープ製造工場を設立し、原材料から製品までの一貫体制を確立させました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同27.9％減）となり、営業利益395百万円（同42.6％減）となりまし

た。 

  

（食品事業） 

 食品事業は2008年度末をもって米国産牛肉の輸入ビジネスを大幅に縮小したことなどから対前年同期比で売上

高が減少しました。 

 水産物はサーモン事業の縮小・見直しを図った結果、販売減となりました。またエビ、ウニを柱として取扱品

の見直しを図りました。グループ会社による回転ずし向け販売は比較的堅調でした。 

 農産物も主力のブルーベリーを筆頭に、イチゴやレモン果汁についても価格が下落したことから売上高は減少

しました。一方、引き続き冷凍野菜を中心とする国産品の取り扱い強化を図りました。  

 これらの結果、売上高は 百万円（同35.0％減）となり、営業損失は９百万円（前年同期は営業利益 百

万円）となりました。  

  

②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（日本） 

 日本は世界経済の減速を受け、情報電子事業や合成樹脂事業が厳しい展開となりました。また化学品事業も比

較的堅調だったライフサイエンス関連の一部を除き苦戦となりました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同23.1％減）となり、営業利益は 百万円（同32.0％減）となりま

した。 

  

（東南アジア） 

 東南アジアは、昨年来の急速な落ち込みに対する回復がみられ、加工部門の生産も徐々に増加したものの、対

前年同期比では依然、厳しい状況となりました。 

 シンガポールは、情報電子関連を中心として回復がみられたものの、力強さは欠けました。 

 マレーシアは、電子部品関係向け合成樹脂販売が不振だったことから低調でした。 

 タイは、欧米向け輸出の比率が高く、東南アジアの中でも特に回復に出遅れ感がありました。日本向けの包装

材料、文房具関係は好調でした。 

 インドネシアは、商社部門が前年同期並みの水準まで回復したものの、製造部門は引き続き低調でした。 

 フィリピンは、2008年度をもって樹脂コンパウンド事業を終了したことなどから販売が減少しました。 

 ベトナムは、主力のＯＡ関連が不振でした。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同36.0％減）となり、営業利益は 百万円（同63.4％減）となりま

した。 

  

（北東アジア） 

  北東アジアでは、一部に回復の兆しが見られたものの、全体としてはまだら模様の結果となりました。 

 香港、華南では中国政府の内需振興策が寄与し、液晶テレビを中心とする家電製品の国内出荷が順調だったこ

とから、情報電子関連の販売が回復しました。一方、欧米向け輸出の不振が続く中、樹脂コンパウンド事業を中

心とする合成樹脂関連は低調でした。 

 華東も内需関連を中心として急速な回復がみられました。 

 華北は低調でした。 

 台湾は中国向け液晶関連部材の販売が好調でした。 

 韓国も中国向け液晶関連部材が順調でした。 

34,243

4,213 130

61,460 836

12,621 189

稲畑産業㈱　（８０９８）　平成22年３月期第２四半期決算短信

- 4 -



 これらの結果、売上高は 百万円（同29.7％減）となり、営業利益は 百万円（同66.5％減）となりま

した。 

  

（米州） 

  米州では、個々の事業部門では若干の回復傾向がみられたものの、グループ会社清算に伴うコスト負担が大き

く、全体では引き続き厳しい状況となりました。 

 半導体関連の各種材料は対前年同期比で大幅減となりましたが、太陽電池関連では新たなビジネスの育成に積

極的に取り組みました。 

 合成樹脂関連は家電向けの需要低迷で販売減となりました。 

 食品関連では、アメリカ国内での冷凍果実の販売シェア拡大に努めましたが、日本向けは低調でした。グルー

プ会社での冷凍水産食品の販売は若干減少しました。 

 メキシコでは、不況の影響で工場内クレーンの新規受注が低調でした。液晶テレビ関連部品の製造工場では一

層のコストダウンに取り組みました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同42.0％減）となり、営業損失は134百万円（前年同期は営業損失74百

万円）となりました。 

  

（欧州） 

 昨年の経済危機の影響が残る欧州では、一部を除いて苦戦を強いられました。 

 フランスでは、電子材料、化粧品市場をはじめとして全体的に販売は低調でした。 

 ベルギーも全般的に不調だった上、円高により利益面でも苦戦しました。 

 一方、ポーランドでは、在庫削減のための急激な生産調整が一巡し、液晶ディスプレー用材料の販売が前年同

期並みに回復しました。 

 イギリスでは、半導体関連が対前年同期比では大幅減となりましたが、2008年よりスタートした太陽電池関連

材料の販売が堅調でした。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同3.4％減）となり、営業損失は 百万円（前年同期は営業損失 百

万円）となりました。 

  

 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８月10日公表）をご参照ください。  

17,882 152

2,891

3,404 140 272
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(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における資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加（同2.4％増）

し、 百万円となりました。 

 流動資産の減少 百万円は、主に受取手形及び売掛金は増加したものの、現金及び預金、商品及び製品並

びにその他が減少したこと等によるものであります。  

 固定資産の増加 百万円は、主に無形固定資産、株式市況の回復による投資有価証券の増加等によるもの

であります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少（同0.6％減）し、

百万円となりました。 

 流動負債の減少 百万円は、主に支払手形及び買掛金は増加したものの、短期借入金が減少したこと等に

よるものであります。 

  固定負債の増加 百万円は、主に事業整理損失引当金は減少したものの、長期借入金、その他が増加した

こと等によるものであります。 

  当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加（同9.3％増）

し、 百万円となりました。これは、主に為替換算調整勘定の変動及び株式市況の回復によるその他有価証

券評価差額金の増加等によるものであります。 

  この結果、自己資本比率は31.3％（前連結会計年度末より2.2％増加）となりました。期末発行済株式総数に

基づく１株当たり純資産額は 円 銭（前連結会計年度末より95円83銭増加）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、売上債権の増加額及び

短期借入金の純減少額が、仕入債務の増加額及び長期借入れによる収入を上回ったこと等により当第１四半期連

結会計期間末に比して 百万円減少の 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に、

売上債権の増加額が、仕入債務の増加額、たな卸資産の減少額、貸倒引当金の増加額、その他の流動負債の増加

額及び税金等調整前四半期純利益を上回ったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に、

無形固定資産の取得による支出、短期貸付金の純増加額及び投資有価証券の取得による支出等によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは主に、

短期借入金の純減少額及び長期借入金の返済による支出が長期借入による収入を上回ったこと等によるものであ

ります。  

  

  

  

 通期の連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、平成21年５月11日公表時の予想を変更して

おります。 

 詳細につきましては、平成21年10月27日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く

ださい。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報

5,085

220,364

3,644

8,729

852

150,826

4,168

3,315

5,938

69,538

1,059 33

6,531 6,147

1,534

2,646

2,006

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。 

  

  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理は適用しておりません。  

 なお、当社及び連結子会社においては、以下の項目につき、簡便な会計処理を適用しております。 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 連結子会社の法人税等の計上基準については、主として法定実効税率をベースとした簡便な方法により計算

しております。 

 連結子会社の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ので、前連結会計年度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ます。 

   

  

 該当事項はありません。  

  

  

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
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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 6,150 11,247

受取手形及び売掛金 114,312 104,197

商品及び製品 20,836 24,736

仕掛品 291 383

原材料及び貯蔵品 1,887 2,357

その他 7,697 11,710

貸倒引当金 △1,150 △963

流動資産合計 150,023 153,668

固定資産   

有形固定資産 11,759 11,765

無形固定資産   

のれん 338 405

その他 5,422 4,319

無形固定資産合計 5,761 4,724

投資その他の資産   

投資有価証券 46,508 38,729

その他 10,712 9,935

貸倒引当金 △4,401 △3,545

投資その他の資産合計 52,819 45,119

固定資産合計 70,340 61,610

資産合計 220,364 215,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 75,235 66,811

短期借入金 37,903 49,499

未払法人税等 1,100 1,609

賞与引当金 787 779

その他 6,204 6,700

流動負債合計 121,231 125,399

固定負債   

長期借入金 17,238 14,774

退職給付引当金 376 430

役員退職慰労引当金 25 61

事業整理損失引当金 443 2,230

債務保証損失引当金 18 281

負ののれん 188 236

その他 11,304 8,264

固定負債合計 29,595 26,279

負債合計 150,826 151,679
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,364 9,364

資本剰余金 7,708 7,708

利益剰余金 38,820 38,950

自己株式 △60 △52

株主資本合計 55,832 55,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,713 11,684

繰延ヘッジ損益 △42 15

為替換算調整勘定 △3,583 △4,958

評価・換算差額等合計 13,088 6,741

少数株主持分 616 886

純資産合計 69,538 63,599

負債純資産合計 220,364 215,279
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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 257,078 189,591

売上原価 241,425 177,253

売上総利益 15,653 12,337

販売費及び一般管理費 12,069 11,239

営業利益 3,584 1,098

営業外収益   

受取利息 290 164

受取配当金 590 426

為替差益 93 94

雑収入 873 657

営業外収益合計 1,847 1,342

営業外費用   

支払利息 900 518

持分法による投資損失 3 689

雑損失 222 202

営業外費用合計 1,125 1,410

経常利益 4,306 1,029

特別利益   

事業整理損失引当金戻入額 － 465

投資有価証券売却益 115 86

特別利益合計 115 552

特別損失   

投資有価証券評価損 162 233

貸倒引当金繰入額 344 108

事業整理損失引当金繰入額 2,843 －

特別損失合計 3,350 342

税金等調整前四半期純利益 1,071 1,239

法人税、住民税及び事業税 1,301 957

法人税等調整額 104 △224

法人税等合計 1,405 733

少数株主利益 72 78

四半期純利益又は四半期純損失（△） △407 428
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（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 133,590 98,259

売上原価 125,466 91,546

売上総利益 8,124 6,712

販売費及び一般管理費 6,337 5,804

営業利益 1,787 908

営業外収益   

受取利息 161 83

受取配当金 55 50

為替差益 － 27

持分法による投資利益 7 －

雑収入 521 251

営業外収益合計 745 412

営業外費用   

支払利息 466 243

為替差損 77 －

持分法による投資損失 － 283

雑損失 92 －

営業外費用合計 636 527

経常利益 1,895 793

特別利益   

事業整理損失引当金戻入額 － 231

投資有価証券売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 64 －

特別利益合計 65 231

特別損失   

投資有価証券評価損 162 233

事業整理損失引当金繰入額 2,843 58

貸倒引当金繰入額 － 39

特別損失合計 3,006 331

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（△）

△1,045 694

法人税、住民税及び事業税 806 690

法人税等調整額 △290 △250

法人税等合計 515 439

少数株主利益 30 71

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,591 182
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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 1,071 1,239

減価償却費 1,531 1,283

貸倒引当金の増減額（△は減少） 215 991

受取利息及び受取配当金 △880 △590

支払利息 900 518

持分法による投資損益（△は益） 3 689

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 2,843 △1,257

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △263

投資有価証券売却損益（△は益） △115 △86

投資有価証券評価損益（△は益） 162 233

売上債権の増減額（△は増加） △3,351 △7,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,902 5,958

その他の流動資産の増減額（△は増加） △746 4,006

仕入債務の増減額（△は減少） 1,329 7,134

その他の流動負債の増減額（△は減少） 905 △1,208

その他 △765 △628

小計 201 10,719

利息及び配当金の受取額 893 594

利息の支払額 △881 △591

損害保険金の受取額 237 －

法人税等の支払額 △3,405 △1,481

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,954 9,241

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 △18 －

定期預金の払戻による収入 15 66

有価証券の取得による支出 － △19

有形固定資産の取得による支出 △1,209 △710

有形固定資産の売却による収入 110 48

無形固定資産の取得による支出 △879 △1,381

投資有価証券の取得による支出 △1,436 △793

投資有価証券の売却による収入 2,116 198

子会社株式の取得による支出 － △311

短期貸付金の純増減額（△は増加） 1,519 129

長期貸付けによる支出 △191 △3

長期貸付金の回収による収入 7 150

その他 162 128

投資活動によるキャッシュ・フロー 197 △2,497
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（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) 

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） 8,686 △12,311

長期借入れによる収入 1,000 2,179

長期借入金の返済による支出 △7,934 △1,317

配当金の支払額 △325 △325

少数株主への配当金の支払額 △31 △28

その他 △55 22

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,338 △11,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 △400 385

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,818 △4,650

現金及び現金同等物の期首残高 6,671 11,181

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 67

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △450

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,852 6,147
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 該当事項はありません。 

  

  

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） 

  

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料 

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材 

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料 

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック 

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類 

(6）その他………リース業 

  

  

（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〕

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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  101,144  11,006 39,082 91,914 12,542 1,388  257,078 - 257,078

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 -  - - - - -  - - -

計  101,144  11,006 39,082 91,914 12,542 1,388  257,078 - 257,078

営業利益又は営業損失(△)  1,527  △22 374 1,406 105 191  3,584 - 3,584

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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  80,763  8,734 27,475 63,199 8,478 939  189,591 - 189,591

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 66  - 494 26 - 26  615 △615 -

計  80,829  8,734 27,970 63,226 8,478 966  190,206 △615 189,591

営業利益又は営業損失(△)  772  △14 △12 277 △46 121  1,098 - 1,098
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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） 

  

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） 

  

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料 

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材 

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料 

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック 

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類 

(6）その他………リース業 

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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     53,658  5,844 19,623 47,483 6,477 502  133,590 - 133,590

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 -  - - - - -  - - -

計  53,658  5,844 19,623 47,483 6,477 502  133,590 - 133,590

営業利益又は営業損失(△)  721  △14 121 688 130 140  1,787 - 1,787

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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     41,130  4,381 13,828 34,243 4,213 461  98,259 - 98,259

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 53  - 346 17 - 1  419 △419 -

計  41,184  4,381 14,174 34,260 4,213 463  98,678 △419 98,259

営業利益又は営業損失(△)  423  △12 58 395 △9 52  908 - 908
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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） 

  

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） 

   

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） 

  

  （注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

        ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2）北東アジア………中国・台湾 

(3）米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  159,873  37,162  44,673  9,012  6,356  257,078  -  257,078

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 22,395  986  161  1,447  269  25,262  △25,262  -

計  182,269  38,149  44,835  10,459  6,626  282,341  △25,262  257,078

営業利益又は営業損失(△)  2,279  987  817  △91  △381  3,612  △28  3,584

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  126,014  21,488  30,322  5,768  5,997  189,591  -  189,591

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 15,271  695  552  708  217  17,445  △17,445  -

計  141,285  22,183  30,875  6,476  6,215  207,036  △17,445  189,591

営業利益又は営業損失(△)  1,314  △86  197  △181  △228  1,014  83  1,098

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  79,917  19,712  25,451  4,986  3,523  133,590  -  133,590

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 11,321  500  86  700  143  12,752  △12,752  -

計  91,239  20,212  25,537  5,686  3,667  146,343  △12,752  133,590

営業利益又は営業損失(△)  1,229  518  455  △74  △272  1,856  △68  1,787

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  61,460  12,621  17,882  2,891  3,404  98,259  -  98,259

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 8,715  404  200  213  95  9,628  △9,628  -

計  70,175  13,025  18,082  3,104  3,499  107,887  △9,628  98,259

営業利益又は営業損失(△)  836  189  152  △134  △140  903  4  908

稲畑産業㈱　（８０９８）　平成22年３月期第２四半期決算短信

- 16 -



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） 

  

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） 

  

  

 （注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2) 北東アジア………中国・台湾 

(3) 米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

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。 

  

〔海外売上高〕

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  40,572  66,583  9,407  6,293  122,858

Ⅱ 連結売上高（百万円）          257,078

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 15.8  25.9  3.7  2.4  47.8

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  23,376  49,154  5,586  6,564  84,681

Ⅱ 連結売上高（百万円）          189,591

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 12.3  25.9  2.9  3.5  44.7

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  21,729  36,227  5,146  3,379  66,482

Ⅱ 連結売上高（百万円）          133,590

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 16.3  27.1  3.9  2.5  49.8

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,624  27,709  2,709  3,808  47,852

Ⅱ 連結売上高（百万円）          98,259

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 13.9  28.2  2.8  3.9  48.7

（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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