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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 451,982 △5.2 42,847 51.3 45,880 64.0 31,374 117.7
21年3月期第3四半期 476,664 ― 28,321 ― 27,971 ― 14,412 ―

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 188.33 188.07
21年3月期第3四半期 86.52 86.43

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 625,755 380,254 60.5 2,270.99
21年3月期 558,258 361,130 64.1 2,148.15

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  378,338百万円 21年3月期  357,839百万円

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 ― 40.00 ― 40.00 80.00
22年3月期 ― 20.00 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 40.00

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 594,000 2.8 52,000 275.8 55,000 271.4 35,000 ― 210.09

－1－



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、9ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。 

(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 

１．平成21年10月30日発表の業績予想は見直しをしております。 
２．上記の予想は、本資料の発表日段階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大きく 
異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、9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下さい。 

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3四半期 173,758,428株 21年3月期  173,758,428株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  7,161,840株 21年3月期  7,178,348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 166,592,001株 21年3月期第3四半期 166,576,457株

－2－



（参考）平成22年３月期第３四半期（３ヶ月）の連結業績 

（平成21年10月１日～平成21年12月31日）                           

（百万円未満切捨て） 

（％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  156,881 17.1 17,285 601.3 20,294 ― 13,339 ―  

21年３月期第３四半期  133,972 ― 2,464 ― 888 ―  △3,605 ― 

  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  80.07  79.97

21年３月期第３四半期  △21.65 ― 

－3－



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３四半期における世界経済は、欧米の雇用情勢の厳しさは依然としてありましたが、中国を

中心に新興国の内需が回復し、景気は持ち直しつつありました。わが国経済は、ドバイ・ショック

に端を発した円高が進行し、輸出企業への影響が懸念されながらも、緩やかな回復傾向にありまし

た。しかし、景気の二番底懸念が晴れるには至りませんでした。 

 このような経済環境のもと、当社グループでは慢心することなく「無（む）・減（げん）・代

（だい）」プランと称するコスト構造改革を継続しました。エレクトロニクス業界においては、各

国の景気刺激策を受け生産が急回復をしたため、当初は需要の先食い懸念がありました。しかし、

中国を中心とした新興国の薄型テレビやパソコンの需要拡大が継続したことや欧米市場のクリスマ

ス商戦が大きな落ち込みもなく推移したため、電子材料や工業用材料が好調に推移しました。ま

た、生産台数の回復が見られた自動車業界では工業用材料が堅調に推移しました。一方、機能材料

では、高分子分離膜において需要回復が遅れており、未だに厳しい市況が継続しました。 

 以上の結果、売上高は前年の第３四半期と比較し17.1％増（以下の比較はこれに同じ）の

156,881百万円に、営業利益は601.3％増の17,285百万円となりました。経常利益は、19,406百万円

増の20,294百万円、四半期純利益は13,339百万円(前年同四半期は四半期純損失3,605百万円)とな

りました。 

  

事業の種類別セグメントの業績概況 

① 工業用材料 

 エレクトロニクス業界向けには、薄型テレビ、パソコン、ＨＤＤ（ハード・ディスク・ドライ

ブ）等の生産台数拡大により、光学用保護フィルムやシーリング材料などが好調に推移しました。

また、携帯電話においては、タッチパネルを搭載した多機能携帯電話（スマートフォン）の増加に

より、光学用透明粘着シートが順調に拡大しました。自動車業界向けでは、特に、ハイブリッド車

の生産台数の増加により、電気絶縁材料が好調に推移しました。住宅建材関連では、市場の冷え込

みが継続しており、施工材料である防水テープや養生用テープなど本格的な回復に至りませんでし

た。 

 以上の結果、売上高は52,390百万円（0.5％増）、営業利益は5,568百万円（113.0％増）となり

ました。 

  

② 電子材料 

 液晶表示関連材料は、景気刺激策による需要の先食いが懸念されましたが、中国など新興国向け

液晶テレビの パネル需要が拡大したため、好調に推移しました。半導体関連材料は、本格的な回

復には至りませんでしたが、環境対策樹脂を中心に緩やかな回復となりました。回路材料は、パソ

コンの市場拡大によりＨＤＤの需要が増大したため、好調に推移しました。電子プロセス材料は、

半導体向けにおいては、製造工程用保護シートや保護シート貼り合わせ機の需要が回復傾向にあり

ました。電子部品向けにおいては、小型電子部品プロセス材料が好調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は91,617百万円（33.4％増）、営業利益は10,632百万円（前年同四半期は営

業損失2,066百万円）となりました。 

  

③ 機能材料 

 医療関連材料は、国内向け経皮吸収型テープ製剤が軟調な推移でしたが、米国向け同テープ製剤

が好調でした。また、医療衛生材料は需要低迷の影響を受けたため、全体としては横ばいでした。

高分子分離膜は、海外向け大型海水淡水化案件が端境期にあることや超純水市場の新規案件に依

然、回復が見られないため低調に推移しました。エンプラ部材は、自動車向け機能部材が回復基調

にありましたが、情報機器向け機能部材や工業用フッ素樹脂製品全般の需要回復が弱く、全体では

横ばいでした。 

 以上の結果、売上高は12,873百万円（2.4％減）、営業利益は1,085百万円（43.4％減）となりま

した。 
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所在地別セグメントの業績概況 

 日本およびアジア・オセアニアは、各国経済対策による景気下支え効果と新興国、特に中国での

薄型テレビ、パソコン、ＨＤＤなど電子機器や自動車の需要拡大による増産効果により電子材料や

工業用材料が好調に推移しました。その結果、日本は、売上高55,440百万円（3.6%増）、営業利益

10,799百万円（10,170百万円増）、アジア・オセアニアは、売上高85,036百万円（28.1%増）、営

業損益は黒字転換を果たし、営業利益4,730百万円(前年同四半期は営業損失60百万円)となりまし

た。  

 欧州は、エレクトロニクス業界や自動車業界向けの工業用材料や電子材料の需要回復により、売

上高6,935百万円（36.9％増）、営業損益は黒字転換を果たし、営業利益342百万円(前年同四半期

は営業損失289百万円)となりました。 

 北米は、高分子分離膜が低調な推移でしたが、自動車業界向け工業用材料や経皮吸収型テープ製

剤が好調に推移したため、売上高9,469百万円（5.0%増）となり、営業損益は工業用材料の構造改

革効果も加わり黒字転換を果たし、営業利益660百万円(前年同四半期は営業損失114百万円)となり

ました。 

  なお、平成22年３月期第１四半期及び第２四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７月31日開示）及び第２四半期決算短信（平

成21年10月30日開示）をご参照ください。 
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（参考）セグメント別の状況（９ヶ月）                                （単位：百万円 比率：％）

    前第３四半期 当第３四半期 

    
    自 平成20年４月１日  

    至 平成20年12月31日 

    自 平成21年４月１日  

    至 平成21年12月31日 

    売上高 
前年 

同期比 
売上高 

前年 

同期比 

工 

業 

用 

材 

料 

 テープ・部材加工・仕入品 175,789 89.5  145,560 82.8

 営業利益 12,125 55.5  10,788 89.0

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料     181,905 77.5  198,374 109.1

 半導体関連材料 13,679 83.4  11,831 86.5

 プリント回路材料 38,610 79.4  37,663 97.5

 電子プロセス材料 25,020 90.8  19,575 78.2

計 259,216 79.2  267,445 103.2

 営業利益 10,393 33.6  27,855 268.0

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 13,185 100.4  15,568 118.1

 高分子分離膜 15,525 103.1  12,679 81.7

 エンプラ部材 12,948 96.2  10,729 82.9

計 41,659 100.0  38,977 93.6

 営業利益 5,801 84.4  4,202 72.4

合 

計 

売上高 476,664 84.3  451,982 94.8

営業利益 28,321 47.5  42,847 151.3
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 （参考）セグメント別の状況（３ヶ月）                                 （単位：百万円 比率：％）

    前第３四半期  当第３四半期 

    
    自 平成20年10月１日 

    至 平成20年12月31日 

    自 平成21年10月１日 

    至 平成21年12月31日 

    売上高 
前年 

同期比 
売上高 

前年 

同期比 

工 

業 

用 

材 

料 

 テープ・部材加工・仕入品 52,118 76.1  52,390 100.5

 営業利益 2,613 29.7  5,568 213.0

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料     48,071 57.9  67,353 140.1

 半導体関連材料 3,394 63.9  4,097 120.7

 プリント回路材料 10,971 58.1  13,058 119.0

 電子プロセス材料 6,232 65.7  7,107 114.0

計 68,668 58.8  91,617 133.4

 営業利益 △2,066 －  10,632 －

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 4,628 102.4  4,629 100.0

 高分子分離膜 4,599 87.5  4,333 94.2

 エンプラ部材 3,955 87.1  3,910 98.8

計 13,184 92.1  12,873 97.6

 営業利益 1,917 76.3  1,085 56.6

合 

計 

売上高 133,972 67.1  156,881 117.1

営業利益 2,464 10.0  17,285 701.3
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 （参考）セグメント別の状況（年度予想）                                （単位：百万円 比率：％）

  

  

当連結会計年度 

年度予想  

(平成21年10月30日時点) 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

当連結会計年度 

年度予想  

(平成22年１月29日時点) 

自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日 

売上高 
前年 

同期比 
売上高 

前年 

同期比 

工 

業 

用 

材 

料 

 テープ・部材加工・仕入品 189,000 90.2  194,000 92.6

 営業利益  8,500 102.4  12,500 150.6

電 

子 

材 

料 

 液晶表示関連材料 246,000 110.2  256,000 114.6

 半導体関連材料 15,000 95.4  15,500 98.6

 プリント回路材料 46,000 99.5  50,000 108.1

 電子プロセス材料 26,000 89.5  26,500 91.3

計 333,000 105.9  348,000 110.7

 営業利益   28,500 －  34,500 －

機 

能 

材 

料 

 医療関連材料 21,000 118.2  20,000 112.5

 高分子分離膜 18,000 87.0  17,500 84.6

 エンプラ部材 14,000 89.5  14,500 92.6

計  53,000 97.9  52,000 96.1

 営業利益 6,000 92.7  5,000 77.3

合 

計 

売上高 575,000 99.5  594,000 102.8

営業利益 43,000 310.7  52,000 375.8
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の財政状態は以下のとおりであります。 

前連結会計年度末に比べ総資産は67,497百万円増加し、625,755百万円となりました。また、純資

産は19,124百万円増加し、380,254百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年

度末の64.1％から60.5％になりました。 

 主な増減は資産の部では、現金及び預金が53,030百万円増加、受取手形及び売掛金が42,501百万

円増加、有形固定資産が16,725百万円減少しました。負債の部では、支払手形及び買掛金が28,389

百万円増加、コマーシャル・ペーパーが25,000百万円減少、社債が50,000百万円増加しました。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループにおきましては、液晶テレビやパソコン向けの光学フィルムや、ＨＤＤ（ハード・

ディスク・ドライブ）用の回路材料、タッチパネル用部材など一部の製品で受注が増加しました。

また自動車業界向け部材の受注についても回復基調となりました。これらに伴い操業度が向上した

ことで、当第３四半期累計期間の業績は想定を上回りました。 

 このような状況を踏まえ平成22年3月期通期連結業績について、下記の通り見直しを行いまし

た。 

なお、通期業績見通しの前提となる第４四半期の為替レートにつきましては、１米＄=90円に設定

し、通期の為替レートは１米＄=93円を想定しております。 

  

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日から平成22年３月31日） 

本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であ

り、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は、様々な要因によりこれらの業績予想

とは異なることがありますことをご承知おき下さい。 

  

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 

   ①簡便な会計処理 

    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す

る方法により算定しております。 

   ②四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 

    該当事項はありません。 

  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 

  前回発表予想（Ａ） 575,000 43,000 46,000  32,000 192.09

  今回修正予想（Ｂ）  594,000  52,000  55,000  35,000 210.09

  増減額（Ｂ－Ａ）  19,000  9,000  9,000  3,000  －

  増減率（％）  3.3  20.9  19.6  9.4  －

 ＜ご参考＞  

 前期実績（平成21年３月期）

 

577,922

 

13,838

 

14,807

  

 267

 

 1.61
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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 166,995 113,965

受取手形及び売掛金 136,026 93,524

商品及び製品 19,828 20,300

仕掛品 27,126 28,960

原材料及び貯蔵品 11,470 11,726

その他 15,200 21,429

貸倒引当金 △765 △672

流動資産合計 375,882 289,234

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 195,554 189,426

機械装置及び運搬具 321,117 311,453

工具、器具及び備品 36,501 36,142

土地 19,266 19,688

建設仮勘定 7,563 20,198

減価償却累計額 △366,539 △346,719

有形固定資産合計 213,463 230,188

無形固定資産   

無形固定資産合計 8,334 8,579

投資その他の資産   

その他 28,374 30,556

貸倒引当金 △298 △301

投資その他の資産合計 28,075 30,255

固定資産合計 249,873 269,023

資産合計 625,755 558,258
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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 82,269 53,879

短期借入金 24,934 28,832

コマーシャル・ペーパー － 25,000

未払法人税等 10,557 1,545

役員賞与引当金 265 265

その他 39,477 44,195

流動負債合計 157,504 153,718

固定負債   

社債 50,000 －

長期借入金 15,762 20,923

退職給付引当金 18,801 18,351

役員退職慰労引当金 497 506

負ののれん 1 574

その他 2,934 3,054

固定負債合計 87,997 43,409

負債合計 245,501 197,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,783 26,783

資本剰余金 56,160 56,166

利益剰余金 346,119 324,740

自己株式 △28,313 △28,380

株主資本合計 400,749 379,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,551 1,040

繰延ヘッジ損益 △87 △129

為替換算調整勘定 △23,875 △22,382

評価・換算差額等合計 △22,411 △21,471

新株予約権 1,013 1,086

少数株主持分 902 2,204

純資産合計 380,254 361,130

負債純資産合計 625,755 558,258
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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 476,664 451,982

売上原価 363,489 331,593

売上総利益 113,175 120,388

販売費及び一般管理費 84,854 77,541

営業利益 28,321 42,847

営業外収益   

受取利息 406 193

受取配当金 156 129

作業屑収入 843 1,234

為替差益 － 347

補助金収入 － 2,370

雑収入 1,837 1,346

営業外収益合計 3,243 5,622

営業外費用   

支払利息 916 1,050

為替差損 767 －

雑損失 1,909 1,538

営業外費用合計 3,593 2,588

経常利益 27,971 45,880

特別利益   

固定資産売却益 86 205

特許関連収入 285 －

新株予約権戻入益 － 336

その他 217 338

特別利益合計 589 879

特別損失   

固定資産売却損 55 33

固定資産除却損 4,434 943

特別退職金 139 208

海外事業整理損失 － 768

その他 324 616

特別損失合計 4,954 2,569

税金等調整前四半期純利益 23,606 44,190

法人税等 8,391 12,730

少数株主利益 802 85

四半期純利益 14,412 31,374
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 133,972 156,881

売上原価 105,186 112,739

売上総利益 28,785 44,142

販売費及び一般管理費 26,320 26,856

営業利益 2,464 17,285

営業外収益   

受取利息 116 80

受取配当金 55 40

作業屑収入 281 373

為替差益 － 799

補助金収入 － 2,172

雑収入 753 282

営業外収益合計 1,206 3,750

営業外費用   

支払利息 351 321

為替差損 2,000 －

貸与資産減価償却費 － 158

雑損失 431 261

営業外費用合計 2,782 741

経常利益 888 20,294

特別利益   

固定資産売却益 11 9

貸倒引当金戻入額 3 19

新株予約権戻入益 － 336

その他 1 19

特別利益合計 16 385

特別損失   

固定資産売却損 30 4

固定資産除却損 4,214 393

特別退職金 34 34

海外事業整理損失 － 768

その他 46 172

特別損失合計 4,326 1,373

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（△）

△3,422 19,306

法人税等 △117 5,928

少数株主利益 301 38

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,605 13,339
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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 23,606 44,190

減価償却費 37,252 33,029

売上債権の増減額（△は増加） 22,502 △43,784

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,317 1,958

未収入金の増減額（△は増加） 1,431 △820

仕入債務の増減額（△は減少） △21,010 29,460

未払費用の増減額（△は減少） △8,596 2,931

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △18,912 1,740

その他 6,461 6,965

営業活動によるキャッシュ・フロー 40,419 75,671

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △47,968 △27,290

固定資産の売却による収入 495 605

定期預金の増減額（△は増加） － △41,009

その他 △61 △2,173

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,534 △69,868

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） 21,604 △8,040

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 30,000 △25,000

長期借入れによる収入 597 165

長期借入金の返済による支出 △535 △361

社債の発行による収入 － 50,000

配当金の支払額 △13,325 △9,995

その他 △90 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー 38,249 6,704

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,754 △490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,380 12,017

現金及び現金同等物の期首残高 79,238 113,722

現金及び現金同等物の四半期末残高 104,618 125,739
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）     （単位：百万円） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）     （単位：百万円） 

（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〕

  工業用材料 電子材料 機能材料 計
消去 

又は全社 
連結

売上高             

(１) 外部顧客に対する売上高  52,118  68,668  13,184  133,972  －  133,972

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 360  23  122  507 （ ）507  －

計  52,479  68,692  13,307  134,479 （ ）507  133,972

営業利益  2,613  △2,066  1,917  2,464  －  2,464

  工業用材料 電子材料 機能材料 計
消去 

又は全社 
連結

売上高             

(１) 外部顧客に対する売上高  52,390  91,617  12,873  156,881  －  156,881

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 386  20  169  576 （ ）576  －

計  52,776  91,638  13,042  157,458 （ ）576  156,881

営業利益  5,568  10,632  1,085  17,285  －  17,285
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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）     （単位：百万円） 

  

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）     （単位：百万円） 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、工業用材料、電子材料および機能材料に

区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

  

  工業用材料 電子材料 機能材料 計
消去 

又は全社 
連結

売上高             

(１) 外部顧客に対する売上高  175,789  259,216  41,659  476,664  －  476,664

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,358  69  467  1,895 （ ）1,895  －

計  177,148  259,285  42,126  478,559 （ ）1,895  476,664

営業利益  12,125  10,393  5,801  28,321  －  28,321

  工業用材料 電子材料 機能材料 計
消去 

又は全社 
連結

売上高             

(１) 外部顧客に対する売上高  145,560  267,445  38,977  451,982  －  451,982

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,052  57  367  1,477 （ ）1,477  －

計  146,612  267,502  39,344  453,459 （ ）1,477  451,982

営業利益  10,788  27,855  4,202  42,847  －  42,847

事業区分 主要製品

工業用材料 接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器 

電子材料 液晶表示関連材料、プリント回路材料、電子プロセス材料、半導体関連材料 

機能材料 医療関連材料、高分子分離膜、エンプラ部材 
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前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）     （単位：百万円） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）     （単位：百万円） 

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 北米 欧州
アジア・ 

オセアニア 計
消去 

又は全社 
連結

売上高               

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
 53,497  9,022  5,065  66,387  133,972  －  133,972

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 54,307  240  926  6,340  61,815 （ ）61,815  －

計  107,805  9,262  5,991  72,728  195,787 （ ）61,815  133,972

営業利益  628  △114  △289  △60  165  2,299  2,464

  日本 北米 欧州
アジア・ 

オセアニア 計
消去 

又は全社 
連結

売上高               

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
 55,440  9,469  6,935  85,036  156,881  －  156,881

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 70,634  385  850  9,892  81,762 （ ）81,762  －

計  126,075  9,854  7,786  94,928  238,644 （ ）81,762  156,881

営業利益  10,799  660  342  4,730  16,532  752  17,285
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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）     （単位：百万円） 

  

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）     （単位：百万円） 

 （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 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

  

  日本 北米 欧州
アジア・ 

オセアニア 計
消去 

又は全社 
連結

売上高               

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
 172,030  30,614  20,744  253,275  476,664  －  476,664

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 201,352  982  3,548  21,613  227,497 （ ）227,497  －

計  373,382  31,597  24,292  274,889  704,161 （ ）227,497  476,664

営業利益  16,782  △741  793  8,316  25,151  3,170  28,321

  日本 北米 欧州
アジア・ 

オセアニア 計
消去 

又は全社 
連結

売上高               

(１) 外部顧客に対する 

 売上高 
 153,536  28,012  20,480  249,954  451,982  －  451,982

(２) セグメント間の内 

 部売上高又は振替高 
 207,667  1,036  2,363  27,448  238,515 （ ）238,515  －

計  361,203  29,048  22,843  277,403  690,498 （ ）238,515  451,982

営業利益  25,580  2,219  772  14,215  42,788  58  42,847
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前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）     （単位：百万円） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）     （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）     （単位：百万円） 

  

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）     （単位：百万円） 

 （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 各区分に属する主な国又は地域 

北米…………………………米国 

欧州…………………………ベルギー、フランス、ドイツ、スウェーデン 

アジア・オセアニア………中国、韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、香港、タイ 

その他………………………南米、アフリカ 

３ 海外売上高は、当社およ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〕

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  6,658  6,633  69,141  816  83,250

Ⅱ 連結売上高            133,972

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 5.0  5.0  51.6  0.6  62.1

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  7,112  8,276  87,796  475  103,661

Ⅱ 連結売上高            156,881

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 4.5  5.3  56.0  0.3  66.1

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  22,700  25,818  263,824  2,767  315,110

Ⅱ 連結売上高          476,664

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 4.8  5.4  55.3  0.6  66.1

  北米 欧州
アジア・
オセアニア 

その他 計

Ⅰ 海外売上高  21,183  23,591  259,406  989  305,169

Ⅱ 連結売上高          451,982

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 4.7  5.2  57.4  0.2  67.5

（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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