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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第3四半期 4,370 △12.6 △271 ― △276 ― △154 ―

20年12月期第3四半期 5,002 7.2 △62 ― △82 ― △148 ―

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

21年12月期第3四半期 △41.33 ―

20年12月期第3四半期 △39.88 ―

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

21年12月期第3四半期 8,134 2,720 33.4 729.18
20年12月期 8,487 2,912 34.3 780.68

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  2,720百万円 20年12月期  2,912百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 5,879 △6.2 △321 ― △319 ― △171 ― △46.02
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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） 

[（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 3,731,000株 20年12月期  3,731,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  38株 20年12月期  38株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 3,730,962株 20年12月期第3四半期 3,730,991株
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当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、企業収益の大幅な減少、雇用情勢の悪化を背景とした個人
消費の低迷など総じて厳しい状況で推移しました。 
 当社グループの主要な事業である工業用フィルム業界では、印刷材料、絶縁材料などが依然として厳し
い環境下にあるものの、タッチパネル用ハードコートフィルムが主に海外において堅調に推移しました。
 このような経営環境下におきまして、当社グループは、海外市場への営業活動及び製品開発に経営資源
を集中する一方、製造コストの削減など合理化による原価の低減、生産効率の向上に努めました。 
 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は売上高43億70百万円、営業損失２億71百万円、経常損失
２億76百万円、四半期純損失は１億54百万円となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 
 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、81億34百万円となり前連結会計年度末に比べ３億52百万円減
少しました。主な要因としまして、受取手形及び売掛金が３億15百万円増加したものの、現金及び預金が
２億59百万円減少、有形固定資産が４億98百万円減少したことによるものです。負債は54億14百万円とな
り、前連結会計年度末に比べ１億60百万円減少しました。主な要因としまして、１年内償還予定の社債が
２億円減少したことによるものです。 
 また、純資産につきましては27億20百万円となり前連結会計年度末に比べ１億92百万円減少しました。
主な要因としまして、四半期純損失１億54百万円の計上によるものであります。 
  
 （２）キャッシュ・フローの状況 
 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年
度末に比べて２億82百万円減少し、５億80百万円となりました。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動により使用した資金は、28百万円となりました。これは主に、減価償却費５億27百万円及び法
人税等の還付１億14百万円による資金の増加があったこと、税金等調整前四半期純損失２億75百万円及び
売上債権の増加３億21百万円による資金の減少があったことによるものです。 
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動により使用した資金は、79百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出
54百万円及び定期預金の預入による支出23百万円による資金の減少があったことによるものです。 
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動により使用した資金は、１億73百万円となりました。これは主に、短期・長期借入金の借入・
返済による差引き収入63百万円による資金の増加があったこと、社債の償還による支出２億円による資金
の減少があったことによるものです。 

  

平成21年８月３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」における平成21年12月期の
連結業績予想に変更はありません。 

  

・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

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。 
  

１.棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 
２.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して算定し
ております。 

  

  １.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。 

  ２.棚卸資産の評価基準については、商品及び製品、仕掛品は低価法、原材料及び貯蔵品は原価法によ
っておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基
準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、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。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及
び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ６百万円増加しております。なお、セグメントに与える影響
については、当該箇所に記載しております。 

  ３.第１四半期連結会計期間より平成18年５月17日公表の「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 実務対応報告第18号）を適用しております。
 これによる損益に与える影響はありません。 

  ４.所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた
会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年
６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度
委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連
結財務諸表から適用可能になったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適
用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナ
ンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費の方法については、リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法を採用しております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

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３四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 603,008 862,230

受取手形及び売掛金 1,936,985 1,621,744

商品及び製品 389,121 310,272

仕掛品 116,196 92,520

原材料及び貯蔵品 419,902 462,248

その他 109,675 193,369

貸倒引当金 △735 －

流動資産合計 3,574,156 3,542,386

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,478,282 2,644,290

機械装置及び運搬具（純額） 1,220,663 1,531,582

工具、器具及び備品（純額） 82,825 110,744

土地 451,712 451,712

その他 6,024 －

有形固定資産合計 4,239,508 4,738,331

無形固定資産 28,794 31,490

投資その他の資産   

投資有価証券 2,760 2,760

その他 289,723 174,197

貸倒引当金 － △1,259

投資その他の資産合計 292,483 175,698

固定資産合計 4,560,787 4,945,520

資産合計 8,134,943 8,487,906
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(単位：千円)

当第３四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,461,686 1,459,690

短期借入金 1,242,034 547,555

1年内返済予定の長期借入金 809,200 830,520

1年内償還予定の社債 － 200,000

未払法人税等 5,875 2,795

賞与引当金 27,595 6,681

その他 199,478 265,116

流動負債合計 3,745,870 3,312,357

固定負債   

長期借入金 1,172,866 1,784,866

退職給付引当金 185,535 178,405

役員退職慰労引当金 310,093 299,567

固定負債合計 1,668,494 2,262,838

負債合計 5,414,364 5,575,196

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,087,762 1,087,762

資本剰余金 1,335,793 1,335,793

利益剰余金 340,580 532,120

自己株式 △22 △22

株主資本合計 2,764,112 2,955,652

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △43,534 △42,942

評価・換算差額等合計 △43,534 △42,942

純資産合計 2,720,578 2,912,709

負債純資産合計 8,134,943 8,487,906
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,370,860

売上原価 3,746,770

売上総利益 624,089

販売費及び一般管理費 895,139

営業損失（△） △271,049

営業外収益  

受取利息 1,464

助成金収入 20,777

その他 11,586

営業外収益合計 33,828

営業外費用  

支払利息 33,182

その他 5,642

営業外費用合計 38,824

経常損失（△） △276,046

特別利益  

固定資産売却益 953

特別利益合計 953

特別損失  

固定資産除却損 584

特別損失合計 584

税金等調整前四半期純損失（△） △275,677

法人税、住民税及び事業税 6,897

法人税等調整額 △128,344

法人税等合計 △121,447

四半期純損失（△） △154,230
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,775,120

売上原価 1,434,507

売上総利益 340,613

販売費及び一般管理費 268,680

営業利益 71,932

営業外収益  

受取利息 727

助成金収入 8,742

その他 2,774

営業外収益合計 12,244

営業外費用  

支払利息 10,192

為替差損 13,601

営業外費用合計 23,793

経常利益 60,383

税金等調整前四半期純利益 60,383

法人税、住民税及び事業税 382

法人税等調整額 32,732

法人税等合計 33,115

四半期純利益 27,268
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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損失（△） △275,677

減価償却費 527,181

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,914

貸倒引当金の増減額（△は減少） △586

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,129

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,526

受取利息及び受取配当金 △1,465

支払利息 33,182

固定資産売却損益（△は益） △953

固定資産除却損 584

売上債権の増減額（△は増加） △321,316

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,431

仕入債務の増減額（△は減少） 1,318

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,468

未払費用の増減額（△は減少） 9,048

その他 △42,413

小計 △103,425

利息及び配当金の受取額 1,465

利息の支払額 △33,377

法人税等の支払額 △6,820

法人税等の還付額 114,045

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,113

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 △23,000

有形固定資産の取得による支出 △54,330

有形固定資産の売却による収入 1,386

無形固定資産の取得による支出 △3,300

その他 150

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,093

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,444,485

短期借入金の返済による支出 △4,747,424

長期借入金の返済による支出 △633,320

社債の償還による支出 △200,000

配当金の支払額 △37,309

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,568

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,222

現金及び現金同等物の期首残高 862,230

現金及び現金同等物の四半期末残高 580,008
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

当社グループは、主としてプラズマディスプレイ及びタッチパネル関連製品の専門メーカーとして、
同一セグメントに属する機能性フィルム等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種
類がないため該当事項はありません。 

  

  b．所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年１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 「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」２に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用しております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失が「日本」で6,126千円増加して

おります。 

  

  ｃ．海外売上高 

当第３四半期連結累計期間 (自 平成21年１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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域……………韓国、台湾、シンガポール 

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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

日本 
(千円)

中国
(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

3,463,611 907,249 4,370,860 ― 4,370,860

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

446,216 ― 446,216 （446,216） ―

計 3,909,827 907,249 4,817,076 （446,216） 4,370,860

営業利益又は営業損失（△） △33,129 32,616 △513 （270,536） △271,049

中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 991,050 644,507 1,635,558

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,370,860

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.67 14.75 37.42

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

(１) （要約） 四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前年同四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 5,002,331

Ⅱ 売上原価 4,177,617

   売上総利益 824,714

Ⅲ 販売費及び一般管理費 887,183

   営業損失(△) △ 62,468

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,344

 ２ 為替差益 13,317

 ３ 設備賃貸料収入 3,123

 ４ 受取補償金 202

 ５ その他 4,360

  営業外収益合計 22,347

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 40,725

 ２ その他 1,472

  営業外費用合計 42,197

   経常損失(△) △ 82,318

Ⅵ 特別利益

 １ 補助金収入 330,105

 ２ 保険解約返戻金 12,987

  特別利益合計 343,092

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 154

 ２ 固定資産除却損 1,821

 ３ 固定資産圧縮損 312,484

  特別損失合計 314,460

   税金等調整前 

   四半期純損失(△)
△ 53,686

   法人税、住民税及び事業税 17,281

   法人税等調整額 77,850

   四半期純損失(△) △ 148,818

－ 11 －

東山フイルム㈱（4244）平成21年12月期　第３四半期決算短信



(２) （要約） 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前年同四半期

(平成20年12月期 

第３四半期)

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純損失(△) △ 53,686

 ２ 減価償却費 690,595

 ３ 賞与引当金の増加額(△減少額) 39,960

 ４ 役員賞与引当金の増加額(△減少額) △ 21,990

 ５ 貸倒引当金の増加額(△減少額) △ 236

 ６ 退職給付引当金の増加額(△減少額) 7,747

 ７ 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額) 11,904

 ８ 受取利息及び受取配当金 △ 1,345

 ９ 支払利息 40,725

 10 補助金収入 △ 330,105

 11 保険解約返戻金 △ 12,987

 12 固定資産売却損 154

 13 固定資産除却損 521

 14 固定資産圧縮損 312,484

 15 売上債権の減少額(△増加額) △ 290,669

 16 たな卸資産の減少額(△増加額) △ 173,871

 17 仕入債務の増加額(△減少額) 9,967

 18 未収消費税等の減少額(△増加額) 143,978

 19 未払消費税等の増加額(△減少額) 26,596

 20 未払費用の増加額(△減少額) 194

 21 その他 △ 120,553

    小計 279,386

 22 利息及び配当金の受取額 1,345

 23 保険解約返戻金の受取額 15,323

 24 利息の支払額 △ 41,301

 25 法人税等の支払額 △ 156,934

  営業活動によるキャッシュ・フロー 97,819

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △ 20,000

 ２ 定期預金の払戻による収入 91,004

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 158,268

 ４ 有形固定資産の売却による収入 8,157

 ５ 補助金による収入 330,105

  投資活動によるキャッシュ・フロー 250,997

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 3,600,579

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 3,800,000

 ３ 長期借入れによる収入 200,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 620,660

 ５ 配当金の支払額 △ 55,965

 ６ 自己株式の取得による支出 △ 22

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 676,068

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 1,308

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △ 328,559

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 786,062

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
457,502
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