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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 51,019 △25.1 1,623 △32.4 1,884 △26.2 1,228 △19.6

21年3月期第3四半期 68,115 ― 2,402 ― 2,554 ― 1,527 ―

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3四半期 15.11 ―

21年3月期第3四半期 18.78 ―

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3四半期 88,314 63,893 71.3 774.11
21年3月期 85,914 63,213 72.5 766.38

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  62,925百万円 21年3月期  62,298百万円

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 ― 7.50 ― 4.50 12.00
22年3月期 ― 4.50 ―

22年3月期 
（予想）

4.50 9.00

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 68,000 △19.8 2,200 61.9 2,350 85.9 1,000 ― 12.30
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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、５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、５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 

 平成22年３月期の連結業績予想及び期末配当予想につきましては、平成21年10月27日発表の予想から変更ありません。本件に関する事項は、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。 
 なお、本資料に記載いたしました予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想
数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 22年3月期第3四半期 82,623,376株 21年3月期  82,623,376株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,335,434株 21年3月期  1,334,316株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 81,288,394株 21年3月期第3四半期 81,290,298株
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【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 

当第３四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く市場環境は、世界的に緩やかな景

気回復局面に向いましたが、依然として雇用環境は厳しく、企業の設備投資も低調で、全体とし

て回復の力強さに欠ける事業環境で推移しました。 

このような背景のもとで、当社グループは、国内外での販売活動を積極的に展開し、同時に固

定費削減などコスト低減に努めてまいりました。しかし、電気・電子機器関連や自動車関連市場

は持ち直してきたものの、半導体市場における設備投資は依然低調でした。また、建材・工事関

連市場では公共投資の削減などが続き、当社全体としては低水準で推移しました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高510億19百万円（前年同期比

25.1％減）、営業利益16億23百万円（前年同期比32.4％減）、経常利益18億84百万円（前年同期

比26.2％減）、四半期純利益12億28百万円（前年同期比19.6％減）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電子・機能部材関連事業 

キーパッドは、新規受注による製品構成の改善もありましたが、価格競争などが続き、全体と

しては緩やかな回復にとどまり、前年を下回りました。インターコネクターは、新規用途開拓に

注力するも、低水準となりました。OA機器用部品は、生産調整の影響から徐々に脱し、受注は改

善してまいりました。シリコーンゴム成形品は、事業全体としては伸び悩みの中、新製品が寄与

しました。塩ビコンパウンドは、回復基調にあるものの低調でした。 

この結果、売上高は264億1百万円（前年同期比27.5％減）、営業利益は15億15百万円（前年同

期比20.9％減）となりました。 

②包装資材関連事業 

半導体関連容器は、緩やかな回復基調となりましたが、300mmウエーハの輸送容器（FOSB）が

伸び悩み、前年を下回りました。キャリアテープ関連製品は、上半期は徐々に回復、その後は横

ばいで推移しました。食品用ラッピングフィルムは、秋以降、新製品の需要期となり堅調な出荷

が続きました。プラスチックシート関連製品は、自動車関連の受注が改善するも低水準となりま

した。 

この結果、売上高は175億40百万円（前年同期比22.3％減）、営業利益は7億27百万円（前年同

期比50.8％減）となりました。 

③建設資材・工事関連事業他 

塩ビパイプ関連製品は、公共投資の縮小など需要の低迷により厳しい状況が続きました。外装

材関連製品は、秋口の特需などにより、ほぼ前年並みとなりました。工事関連事業は、建設業界

の低迷が続き低調でした。 

この結果、売上高は70億77百万円（前年同期比22.3％減）、営業利益は19百万円（前年同期は

営業損失2億76百万円）となりました。 

 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

キーパッド、食品用ラッピングフィルムは、前年並みとなりました。半導体関連容器は、回復

基調となりましたが低水準でした。建設資材・工事関連事業は、低調が続きました。 

この結果、売上高は360億23百万円（前年同期比18.1％減）、営業利益は12億25百万円（前年

同期比6.7％減）となりました。 

②アジア 

キーパッド、OA機器用部品は、底を脱しましたが、全体として低水準でした。 

この結果、売上高は95億49百万円（前年同期比27.6％減）、営業利益は10億47百万円（前年同

期比26.9％減）となりました。 
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③欧州 

キーパッドの価格競争及び受注減少などにより、厳しい状況が続きました。 

この結果、売上高は33億15百万円（前年同期比43.8％減）、営業利益は88百万円（前年同期比

59.6％減）となりました。 

④北米 

キーパッドは、携帯電話や自動車市場の需要低迷などの影響が残り、大きく前年割れとなりま

した。 

この結果、売上高は21億31百万円（前年同期比57.6％減）、営業損失は32百万円（前年同期は

営業利益65百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が37億32

百万円、売上債権が29億74百万円それぞれ増加し、たな卸資産が15億57百万円、法人税等の還

付などにより未収入金が11億30百万円、それぞれ減少したことなどにより、流動資産は39億79

百万円増加しました。また、固定資産が、主に減価償却により15億79百万円減少したことなど

により、資産合計は883億14百万円（前連結会計年度末比24億円増）となりました。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末に比べ、仕入債務が33億87百万

円増加しましたが、主に短期借入金が14億90百万円減少したことなどにより、負債合計は244

億21百万円（前連結会計年度末比17億20百万円増）となりました。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末に比べ、四半期純利益の計上12

億28百万円と配当金の支払7億31百万円などにより、利益剰余金が4億96百万円増加したことや、

その他有価証券評価差額金が1億9百万円増加したことなどにより、純資産は638億93百万円

（前連結会計年度末比6億80百万円増）となりました。 

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

連結会計年度末より27億32百万円増加し、247億90百万円となりました。 

各活動別のキャッシュ・フローの状況と主な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） 

営業活動による資金の増加額は、68億51百万円となりました。これは、仕入債務の増加34億

33百万円、たな卸資産の減少15億57百万円及び法人税等の支払額又は還付額9億51百万円によ

る資金の増加と税金等調整前四半期純利益16億97百万円、減価償却費21億85百万円の計上によ

る増加のほか、売上債権の増加による支出30億38百万円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） 

投資活動による資金の減少額は、18億4百万円となりました。これは、３ヶ月を超える定期

預金の預入による支出10億円、有形固定資産の取得による支出6億29百万円、長期貸付けによ

る支出2億40百万円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） 

財務活動による資金の減少額は、23億7百万円となりました。これは、短期借入金の減少に

よる支出9億98百万円、配当金の支払いによる支出7億28百万円、長期借入金の返済による支出

5億70百万円等によるものであります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想は、平成21年10月27日に公表した数値に変更はありません。 

なお、通期の業績見込みについて見直しが必要と判断した場合は、速やかに開示いたします。 

 

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） 

該当事項はありません。 

(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 

 (簡便な会計処理) 

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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売

却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

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。 

 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

(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 

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期

連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基

準を、その他の工事については工事完成基準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。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 26,105 22,373

受取手形及び売掛金 23,162 20,188

商品及び製品 6,029 7,551

仕掛品 627 530

原材料及び貯蔵品 2,437 2,570

未収入金 1,774 2,905

繰延税金資産 597 767

その他 316 155

貸倒引当金 △167 △137

流動資産合計 60,885 56,905

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,266 7,733

機械装置及び運搬具（純額） 4,794 5,522

土地 6,149 6,151

建設仮勘定 3,575 3,661

その他（純額） 1,281 1,550

有形固定資産合計 23,068 24,620

無形固定資産   

ソフトウエア 150 178

その他 30 30

無形固定資産合計 181 209

投資その他の資産   

投資有価証券 1,704 1,524

繰延税金資産 1,293 1,576

その他 1,181 1,077

投資その他の資産合計 4,180 4,179

固定資産合計 27,429 29,009

資産合計 88,314 85,914
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 15,366 11,978

短期借入金 4,071 5,561

未払金 246 210

未払法人税等 427 141

未払費用 1,174 962

賞与引当金 475 981

役員賞与引当金 1 5

その他 744 894

流動負債合計 22,507 20,735

固定負債   

長期借入金 5 86

退職給付引当金 1,533 1,456

その他 374 422

固定負債合計 1,914 1,965

負債合計 24,421 22,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,635 11,635

資本剰余金 10,469 10,469

利益剰余金 46,141 45,645

自己株式 △943 △943

株主資本合計 67,302 66,807

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 30

為替換算調整勘定 △4,516 △4,539

評価・換算差額等合計 △4,377 △4,508

新株予約権 318 273

少数株主持分 648 641

純資産合計 63,893 63,213

負債純資産合計 88,314 85,914
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 68,115 51,019

売上原価 53,134 38,692

売上総利益 14,981 12,326

販売費及び一般管理費 12,578 10,702

営業利益 2,402 1,623

営業外収益   

受取利息 231 111

為替差益 － 37

通貨スワップ評価益 － 42

法人税等還付加算金 － 94

その他 73 94

営業外収益合計 305 380

営業外費用   

支払利息 58 106

通貨スワップ評価損 62 －

その他 32 13

営業外費用合計 152 119

経常利益 2,554 1,884

特別利益   

固定資産売却益 9 8

貸倒引当金戻入額 161 －

投資有価証券売却益 1 3

償却債権取立益 － 3

新株予約権戻入益 － 16

特別利益合計 172 32

特別損失   

固定資産除却損 55 33

投資有価証券評価損 249 3

たな卸資産処分損 151 179

会員権評価損 － 2

特別損失合計 456 219

税金等調整前四半期純利益 2,270 1,697

法人税、住民税及び事業税 596 577

法人税等還付税額 △119 △487

法人税等調整額 229 356

法人税等合計 705 446

少数株主利益 37 22

四半期純利益 1,527 1,228
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,270 1,697

減価償却費 3,142 2,185

退職給付引当金の増減額（△は減少） 100 76

受取利息及び受取配当金 △250 △125

支払利息 58 106

為替差損益（△は益） 66 59

有形固定資産売却損益（△は益） △9 △8

有形固定資産除却損 55 33

売上債権の増減額（△は増加） 3,097 △3,038

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,219 1,557

仕入債務の増減額（△は減少） 671 3,433

未払又は未収消費税等の増減額 204 157

その他 106 △265

小計 7,295 5,870

利息及び配当金の受取額 259 126

利息の支払額 △50 △96

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,843 951

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,661 6,851

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 △50 △1,000

有形固定資産の取得による支出 △2,320 △629

有形固定資産の売却による収入 159 21

投資有価証券の取得による支出 △476 △5

長期貸付けによる支出 － △240

その他 △88 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,776 △1,804

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） △186 △998

長期借入金の返済による支出 △571 △570

配当金の支払額 △1,219 △728

その他 △10 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,987 △2,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,201 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,303 2,732

現金及び現金同等物の期首残高 22,545 22,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,242 24,790
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 

電子・機能 
部材関連事業

(百万円) 

包装資材 
関連事業 

(百万円) 

建設資材・工
事関連事業他

(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 36,432  22,568 9,114 68,115 －  68,115 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  11 519 531 （531） － 

計 36,432  22,580 9,633 68,646 （531） 68,115 

営業利益又は営業損失(△) 1,916  1,477 △276 3,117 （714） 2,402 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 

電子・機能 
部材関連事業

(百万円) 

包装資材 
関連事業 

(百万円) 

建設資材・工
事関連事業他

(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 26,401  17,540 7,077 51,019 －  51,019 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－  4 336 341 （341） － 

計 26,401  17,544 7,414 51,360 （341） 51,019 

営業利益 1,515  727 19 2,262 （638） 1,623 

(注)１ 事業区分の方法：事業の種類・性質を考慮して区分しております。 

  ２ 各区分に属する主要な製品の名称 

   (1) 電子・機能部材関連事業：キーパッド、インターコネクター、ＯＡ機器用部品、シリコーンゴム成形 

                 品、塩ビコンパウンド 

   (2) 包装資材関連事業：半導体関連容器、キャリアテープ関連製品、ラップフィルム、プラスチックシート 

              関連製品 

   (3) 建設資材・工事関連事業他：塩ビパイプ関連製品、外装材関連製品、建築・店舗の設計・施工、その他 
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【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円)

欧州 

(百万円)

北米 

(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 

43,999  13,197 5,897 5,022 68,115  －  68,115 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

6,734  8,102 9 38 14,884  （14,884） － 

計 50,733  21,299 5,906 5,061 83,000  （14,884） 68,115 

営業利益 1,313  1,432 219 65 3,030  （628） 2,402 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 
日本 

(百万円) 

アジア 

(百万円)

欧州 

(百万円)

北米 

(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 

36,023  9,549 3,315 2,131 51,019  －  51,019 

(2)セグメント間の内部売
上高又は振替高 

3,713  4,705 3 32 8,455  （8,455） － 

計 39,736  14,255 3,319 2,164 59,474  （8,455） 51,019 

営業利益又は営業損失(△) 1,225  1,047 88 △32 2,328  （704） 1,623 

(注)１ 国又は地域の区分の方法：地理的近接度によっております。 

  ２ 各区分に属する主な国又は地域 

   (1) アジア：シンガポール、香港、マレーシア、中国、インドネシア 

   (2) 欧州：オランダ、ハンガリー 

   (3) 北米：米国、メキシコ 
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【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 アジア 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,207 6,776 4,344 741  27,070 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  68,115 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

22.3 9.9 6.4 1.1  39.7 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 

 アジア 欧州 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 11,430 4,521 1,600 297  17,850 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  51,019 

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

22.4 8.9 3.1 0.6  35.0 

(注) １ 国又は地域の区分の方法：地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア：中国、香港、マレーシア、インド 

(2) 欧州：フィンランド、ハンガリー 

(3) 北米：米国 

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。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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