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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 8,251 △27.8 53 △96.8 △40 ― △357 ―

21年3月期第2四半期 11,421 ― 1,674 ― 1,155 ― 169 ―

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 △1,429.22 ―

21年3月期第2四半期 621.06 434.19

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 21,134 15,574 72.9 74,346.01
21年3月期 22,068 19,193 86.0 69,694.96

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  15,408百万円 21年3月期  18,974百万円

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 ― 0.00 ― 500.00 500.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 500.00 500.00

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 16,188 △10.3 323 △75.4 345 △50.2 121 ― 528.85
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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  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 

 前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から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大きく異なる結果となる場
合があります。 

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 207,250株 21年3月期  272,250株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 250,228株 21年3月期第2四半期 272,250株
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当社グループが関係するLCD業界では、昨年の秋以降の世界景気後退により、急速に需要が縮小いたし

ました。しかし、当期の初めから、中国における農村部への家電購入補助制度（家電下郷）等の効果もあ

り、TV用LCDパネル需要が回復、PCモニター用等へも波及し、パネル価格は反転上昇いたしました。車載

用LCDパネルをはじめとする中小型LCDパネルの需要も回復基調にあります。また、フロントプロジェクタ

ーについても教育用途を中心とする低価格製品への需要がようやく回復しつつあります。 

  

当第２四半期連結累計期間の当社グループの事業の状況は、光学部材事業におきましては、LCD向け以

外の製品であるメガネ用途等が好調でした。主力の車載用LCDパネル向けも回復し、高耐久染料系偏光フ

ィルムと温度追従型楕円偏光フィルムは、ほぼ前年同期並みの水準に戻っております。 

 精密加工事業におきましては、従来の有機系液晶プロジェクタ部材の販売数量が減少しました。しか

し、無機偏光板ProFluxは、新製品の寄与により、有機系ほどの落ち込みはありませんでした。また、X線

分析装置部材の販売は、企業の設備投資意欲の冷え込みにより低調でした。 

  

この結果、売上高は82億51百万円（前年同期比27.8％減）、営業利益は53百万円（前年同期比96.8％

減）、経常損失は40百万円（前年同期は経常利益11億55百万円）、四半期純損失は３億57百万円（前年同

期は四半期純利益１億69百万円）となりました。 

  

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の総資産は、前連結会計年度末に比べ９億34百万円減少し、211億34百万

円となりました。主な増加は、受取手形及び売掛金の増加５億71百万円、仕掛品の増加２億１百万円であ

ります。主な減少は、現金及び預金の減少４億39百万円、有価証券の減少４億53百万円、原材料及び貯蔵

品の減少１億17百万円であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ26億84百万円増加し、55億59百万円となりました。支払手形及び買掛

金の増加６億97百万円、未払法人税等の増加１億67百万円、長期借入金の増加15億円であります。 

少数株主持分を含めた純資産は、前連結会計年度末に比べ36億18百万円減少し、155億74百万円となり

ました。主な増加は、為替換算調整勘定の増加３億71百万円であります。主な減少は、四半期純損失３億

57百万円、株主配当金の支払１億36百万円、自己株式の消却に伴う利益剰余金の減少34億43百万円であり

ます。 

  

【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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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、42億23百万円（前年

同期は57億22百万円）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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は、13億43百万円（前年同期は９億82百万円）となりました。主な増加

要因は、減価償却費７億23百万円、仕入債務の増加６億35百万円、法人税等の還付額２億30百万円であり

ます。一方で主な減少要因は、売上債権の増加４億99百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用された資金は、１億38百万円（前年同期は10億24百万円）となりました。有形固定資産

の取得による支出１億38百万円が主なものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用された資金は、22億６百万円（前年同期は８億76百万円）となりました。主な増加要因

は、長期借入れによる収入15億円、一方で主な減少要因は、自己株式の取得による支出34億43百万円、少

数株主を含めた配当金の支払２億25百万円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間の業績は予測の範囲内で推移いたしましたが、第３四半期以降の動向につい

ては依然不透明であります。このため、現時点においては通期業績予想を据え置き、変更いたしません。

今後、業績予想の修正が必要となった場合には速やかに開示いたします。 

  
  

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。 

  

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 4,030,290 4,469,697

受取手形及び売掛金 3,790,516 3,218,915

有価証券 192,837 646,157

商品及び製品 1,094,929 1,057,815

仕掛品 1,321,222 1,119,755

原材料及び貯蔵品 1,494,865 1,611,938

その他 837,056 1,160,152

貸倒引当金 △79,527 △81,969

流動資産合計 12,682,190 13,202,462

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,333,214 2,363,264

機械装置及び運搬具（純額） 2,595,661 2,854,954

その他（純額） 936,226 999,923

有形固定資産合計 5,865,102 6,218,142

無形固定資産   

のれん 657,598 694,466

その他 761,666 755,027

無形固定資産合計 1,419,264 1,449,493

投資その他の資産   

投資有価証券 24,002 22,757

その他 1,189,344 1,231,338

貸倒引当金 △45,750 △55,837

投資その他の資産合計 1,167,595 1,198,258

固定資産合計 8,451,963 8,865,895

資産合計 21,134,153 22,068,357
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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 2,694,555 1,996,574

未払法人税等 200,800 33,671

賞与引当金 171,025 164,584

役員賞与引当金 9,000 －

その他 575,329 543,941

流動負債合計 3,650,710 2,738,771

固定負債   

長期借入金 1,500,000 －

退職給付引当金 5,449 6,074

負ののれん 2,536 1,381

その他 401,227 128,961

固定負債合計 1,909,213 136,417

負債合計 5,559,923 2,875,189

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,095,125 3,095,125

資本剰余金 2,761,941 2,761,941

利益剰余金 10,130,475 14,067,803

株主資本合計 15,987,541 19,924,869

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △579,330 △950,414

評価・換算差額等合計 △579,330 △950,414

少数株主持分 166,018 218,712

純資産合計 15,574,229 19,193,167

負債純資産合計 21,134,153 22,068,357
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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 11,421,580 8,251,663

売上原価 7,534,872 6,280,203

売上総利益 3,886,708 1,971,459

販売費及び一般管理費 2,211,805 1,917,522

営業利益 1,674,902 53,936

営業外収益   

受取利息 18,731 7,153

負ののれん償却額 7,902 259

助成金収入 － 30,407

その他 9,286 15,258

営業外収益合計 35,920 53,079

営業外費用   

支払利息 4,187 3,621

為替差損 218,368 134,403

持分法による投資損失 307,407 －

その他 24,901 9,287

営業外費用合計 554,864 147,312

経常利益又は経常損失（△） 1,155,958 △40,296

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 11,747

特別利益合計 － 11,747

特別損失   

固定資産除却損 1,485 3,135

関係会社株式評価損 957,362 －

たな卸資産評価損 170,455 －

持分変動損失 13,803 2,982

特別損失合計 1,143,106 6,117

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（△）

12,851 △34,666

法人税、住民税及び事業税 672,144 115,352

法人税等調整額 △886,820 195,468

法人税等合計 △214,676 310,821

少数株主利益 58,444 12,145

四半期純利益又は四半期純損失（△） 169,083 △357,633
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 (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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

12,851 △34,666

減価償却費 490,430 723,045

のれん及び負ののれん償却額 73,820 73,670

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,979 6,441

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,963 9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △132 △625

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,132 △12,625

受取利息及び受取配当金 △18,731 △7,153

支払利息 4,187 3,621

為替差損益（△は益） △70,636 101,066

持分法による投資損益（△は益） 307,407 －

有形固定資産除却損 622 3,135

関係会社株式評価損 957,362 －

持分変動損益（△は益） 13,803 2,982

売上債権の増減額（△は増加） △403,131 △499,428

たな卸資産の増減額（△は増加） 232,070 △83,979

仕入債務の増減額（△は減少） △518,984 635,274

前払年金費用の増減額（△は増加） 24,481 24,057

その他 194,988 205,315

小計 1,308,599 1,149,129

利息及び配当金の受取額 18,731 7,153

利息の支払額 △4,222 △2,078

法人税等の支払額 △341,033 △41,601

法人税等の還付額 － 230,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 982,074 1,343,033

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 △1,023,488 △138,776

有形固定資産の売却による収入 － 332

無形固定資産の取得による支出 △1,330 －

その他 192 57

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,024,625 △138,386

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △300,000 －

自己株式の取得による支出 － △3,443,570

配当金の支払額 △488,777 △129,113

少数株主への配当金の支払額 △95,916 △96,252

その他 8,425 △37,127

財務活動によるキャッシュ・フロー △876,268 △2,206,063

現金及び現金同等物に係る換算差額 △96,607 108,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,015,426 △892,726

現金及び現金同等物の期首残高 6,737,953 5,115,854

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,722,526 4,223,128
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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) 

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) 

  

 
(注) １ 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) 光学部材事業…………偏光フィルム、無機偏光板、位相差フィルム 

 (2) 精密加工事業…………プロジェクタ部材、X線分析装置部材 

３ 会計処理の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「光学部材事

業」が56,946千円、「精密加工事業」が14,546千円それぞれ減少しております。 

 ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「光学部材事

業」が39,680千円、「精密加工事業」が39,680千円それぞれ減少しております。 

  

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) 光学部材事業…………偏光フィルム、無機偏光板、位相差フィルム 

 (2) 精密加工事業…………プロジェクタ部材、X線分析装置部材 

３ 営業費用の配賦方法の変更 

従来、販売費及び一般管理費は、売上高、売上高に占める原材料費、事業セグメント別の従業員数、期中平

均在庫金額などを基準として事業セグメント別に配賦しておりましたが、平成21年４月１日に当社が製品別か

ら機能別へ組織変更を行ったことにより、従来適用してきた配賦基準が適用困難となりました。更には設備投

資に伴い、固定資産に係る管理部門の係りが増加したことを勘案し、配賦基準に固定資産も追加しました。ま

た、従来売上高に占める原材料費を配賦基準としておりましたが、原材料費は売上原価として既に事業セグメ

ント別に負担されていることを考慮し、収益である限界利益を配賦基準に変更しました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の「光学部材事業」の営業損失が

142,659千円増加し、「精密加工事業」の営業利益が142,659千円増加しております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

光学部材事業 
(千円)

精密加工事業
(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

5,557,544 5,864,036 11,421,580 ─ 11,421,580

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,160,247 ─ 1,160,247 (1,160,247) ─

計 6,717,791 5,864,036 12,581,828 (1,160,247) 11,421,580

営業利益 580,555 1,094,347 1,674,902 ─ 1,674,902

光学部材事業 
(千円)

精密加工事業
(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

4,729,798 3,521,864 8,251,663 ─ 8,251,663

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

858,927 ─ 858,927 (858,927) ─

計 5,588,725 3,521,864 9,110,590 (858,927) 8,251,663

営業利益又は営業損失
(△)

△283,814 337,751 53,936 ─ 53,936
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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) 

  

 
(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) アジア……………香港、中国 

 (2) 北米………………アメリカ 

 (3) その他の地域……オランダ 

３ 会計処理の変更 

 ①「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「日本」におい

て71,492千円減少しております。 

 ②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って

おります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、「北米」におい

て79,361千円減少しております。 

  

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) アジア……………香港、中国 

 (2) 北米………………アメリカ 

 (3) その他の地域……オランダ 

３ 営業費用の配賦方法の変更 

「事業の種類別セグメント情報 (注)３営業費用の配賦方法の変更」に記載のとおり、営業費用の配賦方法

を変更しております。これによる損益に与える影響はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

アジア
(千円)

北米
(千円)

その他の
地域 
(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

6,825,133 3,422,581 1,173,866 ─ 11,421,580 ― 11,421,580

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,917,693 63,002 792,839 711,809 4,485,345 (4,485,345) ―

計 9,742,827 3,485,583 1,966,706 711,809 15,906,926 (4,485,345) 11,421,580

営業利益 673,422 324,513 677,325 36,330 1,711,592 (36,689) 1,674,902

日本 
(千円)

アジア
(千円)

北米
(千円)

その他
の地域 
(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

5,246,602 2,386,224 618,836 ─ 8,251,663 ― 8,251,663

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

2,181,419 37,745 662,856 376,302 3,258,324 (3,258,324) ―

計 7,428,022 2,423,970 1,281,693 376,302 11,509,988 (3,258,324) 8,251,663

営業利益又は営業損失
(△)

380,433 108,054 △233,437 △112,770 142,280 (88,343) 53,936

- 10 -

㈱ポラテクノ(4239)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



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) 

  

 
(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) アジア地域………台湾、中国、韓国、香港等 

 (2) 北米地域…………アメリカ、カナダ等 

 (3) その他の地域……オーストリア、ドイツ、ベルギー等 

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) アジア地域………台湾、中国、韓国、香港等 

 (2) 北米地域…………アメリカ、カナダ等 

 (3) その他の地域……イギリス、ドイツ、ベルギー等 

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) 

当社は、平成21年７月27日開催の取締役会決議に基づき、平成21年７月31日に自己株式の取得を行

い、自己株式が34億43百万円増加し、平成21年８月10日に自己株式の消却を行った結果、自己株式及

び利益剰余金がそれぞれ34億43百万円減少しました。これにより、当第２四半期連結会計期間末にお

いて自己株式の残高はありません。 

  

【海外売上高】

アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 5,839,513 834,552 552,431 7,226,498

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 11,421,580

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

51.1 7.3 4.8 63.3

アジア地域 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,067,847 436,353 535,733 5,039,935

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― 8,251,663

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

49.3 5.3 6.5 61.1

(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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