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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 22,393 △18.2 452 △83.3 433 △84.8 △148 ―
21年3月期第2四半期 27,376 ― 2,713 ― 2,840 ― 1,465 ―

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 △4.53 ―
21年3月期第2四半期 50.99 ―

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 39,447 21,778 52.1 628.60
21年3月期 38,263 21,865 53.8 629.87

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  20,542百万円 21年3月期  20,583百万円

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 ― 11.00 ― 8.00 19.00
22年3月期 ― 7.00
22年3月期 

（予想）
― 7.00 14.00

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 46,300 △7.0 2,350 △6.4 2,390 △5.6 900 ― 27.54



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  無  

(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．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、上記予想に関する事項５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。 
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。 

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 32,716,878株 21年3月期  32,716,878株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  37,892株 21年3月期  37,892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 32,678,986株 21年3月期第2四半期 28,736,224株



第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の緊急経済対策の効果により、一部に景気持ち直しの兆

しが見られるものの、雇用情勢の悪化を受け個人消費が低迷するとともに設備投資も低水準で推移するなど、依然

として厳しい状況が続いております。化学業界におきましても、需要は回復傾向にあるものの、ナフサ価格が再び

上昇傾向に転じるなど、経営環境は依然として厳しい状況にあります。 

当社グループの関連する業界におきましては、自動車産業が自動車税減税などの効果により新車販売台数が持ち

直しつつあるものの、海外輸出は低調に推移いたしました。住宅産業につきましても、雇用情勢・所得環境の悪化

を受け需要は落ち込み、分譲マンションの在庫調整などの影響もあり新築住宅着工戸数は減少いたしました。エレ

クトロニクス産業につきましては、半導体業界・電子部品業界ともグリーン家電普及促進事業などの景気対策によ

り需要回復の兆しがあるものの厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は、223億93百万円にとどまり、前年同期比では、需要

の減少により18.2％減となりましたが、昨年秋以降の世界同時不況による売上高の減少傾向には歯止めがかかり、

ゆるやかな増加に転じてまいりました。 

また、原料価格が前年同期と比べて低水準で推移したことに加え、不況対策を継続しグループをあげてコストダ

ウンに努めるなど収益改善に取り組んでまいりましたが、米国の子会社であるRED SPOT PAINT & VARNISH CO., 

INC. の軌道化の遅れなどにより、営業利益は４億52百万円（前年同期比83.3％減）、経常利益は４億33百万円（前

年同期比84.8％減）、四半期純損失は１億48百万円（前年同期は14億65百万円の四半期純利益）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（１）コーティング事業  

プラスチック用コーティング材（『レクラック』・『フジハード』など）につきましては、自動車分野及び携帯

電話向けとも景気後退の影響を受け、大幅な売上減少となりました。  

建築用コーティング材につきましては、新築向けにおいて新設住宅着工戸数が前年比を10ヵ月連続で下回るとい

う状況で推移いたしました結果、低調な売上高となりましたが、リフォーム向けは微減で終えることができまし

た。 

この結果売上高は104億26百万円（前年同期比17.1％減）となり、営業損失は１億30百万円（前年同期は21億93百

万円の営業利益）となりました。    

（２）電子材料事業 

導電性ペースト材（『ドータイト』など）の電子材料部門におきましては、海外での競争激化と急激な需要減退

により売上高は大幅に減少いたしました。 

この結果売上高は29億54百万円（前年同期比31.1％減）となり、営業利益は３億24百万円（前年同期比34.8％

増）となりました。   

（３）化成品事業 

樹脂ベース（『アクリベース』）の化成品部門におきましては、OA機器分野においてコピーの削減等不況対策の

煽りを受け低調な売上高となりました。 

機能性樹脂ベースにつきましては、市場環境のゆるやかな回復のなか新商品を上市いたしましたが売上高は減少

いたしました。 

この結果売上高は16億71百万円（前年同期比13.2％減）となり、営業利益は59百万円（前年同期比93.3％増）と

なりました。   

（４）合成樹脂事業 

子会社藤光樹脂株式会社などが取扱うアクリル樹脂の原材料・加工品の販売におきましては、情報関連機器向け

などの液晶部品が中国を主体に苦戦を強いられており、新商品を投入いたしましたが売上高は減少いたしました。 

この結果売上高は74億５百万円（前年同期比14.8％減）となり、営業利益は１億99百万円（前年同期比20.0％

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



所在地別のセグメントの業績は、次のとおりであります。 

（１）日本 

 国内での売上高はセグメント間の内部売上を含め206億49百万円となりました。 

 この結果営業利益は13億73百万円となりました。 

（２）アジア 

 アジアでの売上高はセグメント間の内部売上を含め12億68百万円となりました。 

 この結果営業利益は77百万円となりました。 

（３）北米 

 北米での売上高はセグメント間の内部売上を含め17億74百万円となりました。 

 この結果営業損失は９億98百万円となりました。 

  

（１）資産・負債・純資産の状況に関する分析 

当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ11億84百万円（前連結会計年度末比3.1％）

増加し、394億47百万円となりました。  

① 流動資産 

売上高回復による売上債権の増加と売上債権回収による現金預金の増加などの結果、前連結会計年度末と比

べ13億52百万円（同6.2％）増加し、232億53百万円となりました。  

② 固定資産 

長期貸付金の回収及び減価償却費などの結果、前連結会計年度末と比べ１億68百万円（同1.0％）減少し、

161億94百万円となりました。  

③ 流動負債 

売上高増加に伴う原材料の購入増加による仕入債務及び未払法人税等の増加などの結果、前連結会計年度末

と比べ19億20百万円（同19.6％）増加し、117億33百万円となりました。  

④ 固定負債 

社債の償還及び役員退職による長期未払金の減少などの結果、前連結会計年度末と比べ６億50百万円（同

9.9％）減少し、59億36百万円となりました。  

⑤ 純資産 

配当及び四半期純損失などにより前連結会計年度末と比べ87百万円（同0.4％）減少し、217億78百万円とな

りました。  

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の53.8％から52.1％へと1.7ポイント減少となり、１株当たり純資

産額は前連結会計年度末より１円27銭減少し、628円60銭となりました。  

   

（２）キャッシュ・フローに関する分析 

当第２四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は前連結会計年度末と比べ３億50百万円

増加し、69億63百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

① 営業活動におけるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加などによる支出

があったものの、仕入債務の増加、減価償却費、税金等調整前四半期純利益及び法人税等の還付額などの収入

があったことより、12億65百万円の収入（前年同四半期連結累計期間は14億15百万円の収入）となりました。 

② 投資活動におけるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、保険積立金の払戻し及び有形固

定資産の売却などによる収入があったものの、有形固定資産の取得などの支出があったことにより、２億50百

万円の支出（前年同四半期連結累計期間は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出61億74百万円

の支出があったため、64億１百万円の支出）となりました。  

③ 財務活動におけるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金による収入があったもの

の、社債の償還及び配当金の支払などによる支出があったことにより、６億94百万円の支出（前年同四半期連

結累計期間は短期借入金の増加や株式の発行により57億44百万円の支出があったため、53億91百万円の支出）

となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

最近の業績動向等を踏まえ、平成21年９月11日に公表いたしました平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結

業績予想及び平成22年３月期通期連結業績予想を下記のとおり修正等いたしました。 

  

（１）平成22年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正等（平成21年４月１日～平成21年９月30

日） 

   

  平成22年３月期第２四半期連結累計期間の売上高は、米国の子会社であるRED SPOT PAINT & VARNISH CO., 

INC. の軌道化の遅れにより予想を下回りました。 

   

 ＊金額の単位、「売上高」、「営業利益」、「経常利益」、「四半期純利益」は百万円、「１株当たり四半期

純利益」は円で表示しております。 

  

（２）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～平成22年３月31日） 

  

  平成22年３月期第２四半期連結累計期間実績を踏まえ、通期を見直した結果、下記のとおり修正いたしまし

た。 

  

 ＊金額の単位、「売上高」、「営業利益」、「経常利益」、「当期純利益」は百万円、「１株当たり当期純利

益」は円で表示しております。  

    

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり四

半期純利益 

前回発表予想（Ａ）  22,900  700  650  △200  △6.12

今回実績値（Ｂ）        22,393        452        433       △148       △4.53

増減額(Ｂ－Ａ)  △507  △248  △217  52  －

増減率（％）  △2.2  △35.4  △33.4  －  －

（ご参考）前期第２四半期実績 

 （平成21年３月期第２四半期） 
 27,376  2,713  2,840  1,465  50.99

  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 

前回発表予想（Ａ）  46,000  2,400  2,200  500  15.30

今回修正予想（Ｂ）        46,300        2,350        2,390       900       27.54

増減額(Ｂ－Ａ)  300  △50  190  400  －

増減率（％）  0.7  △2.1  8.6  80.0  －

（ご参考）前期実績 

（平成21年３月期） 
 49,800  2,511  2,532  △980  △32.07



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。   

  

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



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 7,464,550 7,104,780

受取手形及び売掛金 10,674,640 9,353,261

商品及び製品 2,510,922 2,706,534

仕掛品 81,322 39,444

原材料及び貯蔵品 1,409,574 1,191,726

繰延税金資産 588,873 519,828

その他 645,890 1,100,693

貸倒引当金 △122,773 △115,389

流動資産合計 23,252,998 21,900,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,188,682 7,106,175

減価償却累計額 △3,379,712 △3,262,703

建物及び構築物（純額） 3,808,970 3,843,472

機械装置及び運搬具 8,869,805 8,816,538

減価償却累計額 △5,918,856 △5,612,392

機械装置及び運搬具（純額） 2,950,949 3,204,146

工具、器具及び備品 2,636,994 2,645,362

減価償却累計額 △2,213,796 △2,156,930

工具、器具及び備品（純額） 423,198 488,432

土地 4,024,679 3,870,325

リース資産 160,225 45,108

減価償却累計額 △21,505 △6,698

リース資産（純額） 138,720 38,410

建設仮勘定 60,715 34,202

有形固定資産合計 11,407,231 11,478,987

無形固定資産   

ソフトウエア 98,255 115,432

その他 1,172,718 1,146,025

無形固定資産合計 1,270,973 1,261,457

投資その他の資産   

投資有価証券 1,396,180 1,141,699

長期貸付金 223,505 280,059

繰延税金資産 575,970 719,556

その他 1,344,173 1,503,525

貸倒引当金 △24,303 △23,539

投資その他の資産合計 3,515,525 3,621,300

固定資産合計 16,193,729 16,361,744



（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) 

資産合計 39,446,727 38,262,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,371,453 5,289,137

短期借入金 2,296,536 1,931,914

1年内償還予定の社債 720,000 720,000

未払法人税等 582,562 229,733

未払費用 549,731 528,107

賞与引当金 507,878 465,714

リース債務 39,658 16,981

その他 664,924 630,705

流動負債合計 11,732,742 9,812,291

固定負債   

社債 2,520,000 2,880,000

長期借入金 295,800 605,812

退職給付引当金 2,159,853 2,131,878

長期未払金 548,113 640,266

リース債務 109,071 34,971

その他 302,735 292,193

固定負債合計 5,935,572 6,585,120

負債合計 17,668,314 16,397,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,352,121 5,352,121

資本剰余金 5,040,199 5,040,199

利益剰余金 9,957,017 10,366,425

自己株式 △24,834 △24,834

株主資本合計 20,324,503 20,733,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 143,338 △11,551

為替換算調整勘定 74,150 △139,007

評価・換算差額等合計 217,488 △150,558

少数株主持分 1,236,422 1,281,857

純資産合計 21,778,413 21,865,210

負債純資産合計 39,446,727 38,262,621



（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 27,375,809 22,393,433

売上原価 19,836,129 16,649,649

売上総利益 7,539,680 5,743,784

販売費及び一般管理費 4,826,355 5,291,451

営業利益 2,713,325 452,333

営業外収益   

受取利息 10,542 10,969

受取配当金 24,435 21,803

固定資産賃貸料 33,904 33,801

為替差益 115,556 －

受取補償金 － 61,690

その他 62,286 114,810

営業外収益合計 246,723 243,073

営業外費用   

支払利息 42,879 60,918

為替差損 － 155,281

固定資産税 6,408 6,037

減価償却費 1,803 1,401

支払手数料 997 －

株式交付費 34,348 －

その他 33,981 38,811

営業外費用合計 120,416 262,448

経常利益 2,839,632 432,958

特別利益   

退職給付制度終了益 139,690 －

特別利益合計 139,690 －

特別損失   

投資有価証券評価損 156,620 －

特別損失合計 156,620 －

税金等調整前四半期純利益 2,822,702 432,958

法人税、住民税及び事業税 1,109,693 570,546

法人税等調整額 32,421 △23,228

法人税等合計 1,142,114 547,318

少数株主利益 215,345 33,617

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,465,243 △147,977



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 2,822,702 432,958

減価償却費 517,123 635,169

のれん償却額 47,037 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △511,303 27,975

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,258 42,164

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,096 8,148

受取利息及び受取配当金 △34,977 △32,772

支払利息 39,619 60,918

株式交付費 34,348 －

為替差損益（△は益） △38,502 20,401

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,621

有形固定資産除却損 963 3,587

投資有価証券評価損益（△は益） 156,620 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 1,919

売上債権の増減額（△は増加） △276,019 △1,322,148

たな卸資産の増減額（△は増加） 209,840 △64,114

その他の流動資産の増減額（△は増加） △149,981 175,919

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △1,552 98,500

仕入債務の増減額（△は減少） △23,502 1,082,316

未払費用の増減額（△は減少） △35,465 △25,208

長期未払金の増減額（△は減少） － △92,151

その他の流動負債の増減額（△は減少） △303,456 236,955

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,422 △17,036

その他 14,948 △57,749

小計 2,456,183 1,209,130

利息及び配当金の受取額 34,977 32,314

利息の支払額 △39,619 △58,319

法人税等の支払額 △1,036,514 △240,467

法人税等の還付額 － 322,770

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,415,027 1,265,428



（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) 

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 △290,446 △400,824

定期預金の払戻による収入 190,233 390,626

無形固定資産の取得による支出 △14,185 △3,085

有形固定資産の取得による支出 △220,237 △502,887

有形固定資産の売却による収入 11,197 79,403

投資有価証券の取得による支出 △106,066 △9,285

投資有価証券の売却による収入 － 27,620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,173,911 －

敷金及び保証金の差入による支出 △10,621 △26,037

敷金及び保証金の回収による収入 12,150 24,330

保険積立金の積立による支出 △21,603 △19,967

保険積立金の払戻による収入 44,221 141,758

貸付けによる支出 △4,631 △106

貸付金の回収による収入 19,535 53,573

その他の支出 △5,504 △8,189

その他の収入 168,382 2,919

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,401,486 △250,151

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） 2,500,000 364,622

長期借入れによる収入 － 306,101

長期借入金の返済による支出 － △627,478

社債の償還による支出 － △360,000

株式の発行による収入 3,244,120 －

リース債務の返済による支出 － △12,025

自己株式の取得による支出 △117 －

配当金の支払額 △308,871 △261,432

少数株主への配当金の支払額 △44,164 △103,352

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,390,968 △693,564

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,932 27,859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 398,577 349,572

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,934 6,613,921

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

109,766 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,091,277 6,963,493



 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．事業区分の方法 

 事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の系列及び市場の類似性を考慮して４つに区

分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

（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〕

  

コーティン

グ事業 

（千円） 

電子材料事

業 

（千円） 

化成品事業 

（千円） 

合成樹脂事

業 

（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  12,570,906  4,285,811  1,924,500  8,594,592  27,375,809 －  27,375,809

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,885  －  215  94,963  98,063  (98,063) － 

計  12,573,791  4,285,811  1,924,715  8,689,555  27,473,872  (98,063)  27,375,809

営業利益  2,193,365  240,569  30,607  248,549  2,713,090  235  2,713,325

  

コーティン

グ事業 

（千円） 

電子材料事

業 

（千円） 

化成品事業 

（千円） 

合成樹脂事

業 

（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  10,426,192  2,952,903  1,670,763  7,343,575  22,393,433 －  22,393,433

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－  1,286  162  61,257  62,705  (62,705) － 

計  10,426,192  2,954,189  1,670,925  7,404,832  22,456,138  (62,705)  22,393,433

営業利益又は営業損失（△）  △130,209  324,335  59,163  198,802  452,091  242  452,333

事業区分 主要製品 

  コーティング事業   プラスチック用コーティング材及び建築用コーティング材等 

  電子材料事業   導電性樹脂塗料及び接着剤等 

  化成品事業   トナー用バインダー樹脂、粘・接着剤ベース樹脂等の機能性樹脂 

  合成樹脂事業   アクリル樹脂の原材料・加工品の仕入れ・販売 



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．国または地域は、地理的近接度及び重要度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 中華人民共和国、タイ、シンガポール 

(2）北米  ： 米国、カナダ等   

  

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．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 大韓民国、中華人民共和国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア等 

(2）北米  ： 北米、中南米 

(3）その他 ： 欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

４．従来、北米区分の売上高が連結売上高の10％未満であるため、北米区分の記載を省略して、その他に含めて

表示してまいりました。しかし、当第２四半期連結累計期間において連結売上高に占める北米の重要性が相

対的に増してきたため、当第２四半期連結累計期間より北米を区分して記載しております。なお、前第２四

半期連結累計期間のその他に含まれれる北米の海外売上高は701,102千円となっております。 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（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  23,999,038  2,638,852  737,919  27,375,809 －  27,375,809

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  2,344,624  30,363  4,976  2,379,963  (2,379,963) －

計  26,343,662  2,669,215  742,895  29,755,772  (2,379,963)  27,375,809

営業利益  2,461,196  310,375  14,753  2,786,324  (72,999)  2,713,325

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（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  19,384,626  1,242,918  1,765,889  22,393,433 －  22,393,433

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  1,264,286  24,727  8,599  1,297,612  (1,297,612) － 

計  20,648,912  1,267,645  1,774,488  23,691,045  (1,297,612)  22,393,433

営業利益または営業損失（△）  1,372,748  76,608  △997,831  451,525  808  452,333

〔海外売上高〕

  アジア その他 計 

(1）海外売上高（千円）  9,366,487  831,219  10,197,706

(2）連結売上高（千円） － －  27,375,809

(3）連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  34.2  3.0  37.3

  アジア 北米 その他 計 

(1）海外売上高（千円）  6,838,925  1,840,630  22,888  8,702,443

(2）連結売上高（千円） － － －  22,393,433

(3）連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 30.5  8.2  0.1  38.9



 該当事項はありません。 

  

(1）生産実績 

当第２四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

 当第２四半期連結累計期間の合成樹脂事業の仕入実績は、次のとおりであります。 

  

(3）受注実績 

 当社グループは、主として見込生産によっていますので、受注ならびに受注残高について特に記載すべき事項は

ありません。 

  

(4）販売実績 

 当第２四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

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） 

前年同四半期比（％） 

コーティング（百万円）  7,812  80.7

電子材料（百万円）  1,598  53.5

化成品（百万円）  1,641  87.4

合計（百万円）  11,051  76.0

事業の種類別セグメントの名称 

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） 

前年同四半期比（％） 

合成樹脂（百万円）  6,750  92.7

合計（百万円）  6,750  92.7

事業の種類別セグメントの名称 

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） 

前年同四半期比（％） 

コーティング（百万円）  10,426  82.9

電子材料（百万円）  2,953  68.9

化成品（百万円）  1,671  86.8

合成樹脂（百万円）  7,344  85.4

合計（百万円）  22,393  81.8
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