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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 55,101 △5.6 2,985 ― 2,997 ― 1,803 ―

21年3月期第3四半期 58,348 ― △245 ― △193 ― △361 ―

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 104.26 ―

21年3月期第3四半期 △20.91 ―

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 68,885 27,881 39.6 1,577.33
21年3月期 61,978 26,133 41.3 1,478.88

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  27,286百万円 21年3月期  25,583百万円

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 ― 10.00 ― 5.00 15.00
22年3月期 ― 10.00 ―

22年3月期 
（予想）

10.00 20.00

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 72,790 △3.1 2,900 ― 2,900 ― 1,665 ― 96.25
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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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は、様々な要因により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、４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 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 17,312,760株 21年3月期  17,312,760株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  13,865株 21年3月期  13,791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 17,298,924株 21年3月期第3四半期 17,298,969株
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 当第３四半期連結累計期間における国内経済は、内外の景気対策を背景とした輸出等の回復に

より徐々に持ち直しの動きが見られたものの、設備投資の減少及び耐久財以外の個人消費の停滞

が続くなど、総じて厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の下、当社グループの化成品事業においては、機能材料部門では売上高は前年

同期を上回る実績となりましたが、包装・容器他の部門で受注が減少した結果、化成品事業全体

の売上は前年同期比で減少しました。建築資材他の事業では集合住宅向け製品等の受注が振るわ

ず、売上高は前年同期比で減少いたしました。 

  損益面では、グループ全部門にわたり生産効率を改善すると共に、減価償却費の減少（前年

同期比８億69百万円減）に加えて、人件費・経費等のコスト削減に努めたことなどから、前年同

期比で増益となりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高551億１百万円（前年同期比

5.6％減）、営業利益29億85百万円（前年同期は２億45百万円の営業損失）、経常利益29億97百

万円（前年同期は１億93百万円の経常損失）、四半期純利益18億３百万円（前年同期は３億61百

万円の四半期純損失）となりました。 

   

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

  

（化成品事業） 

機能材料部門では、金融危機以降の景気低迷により前年度第３四半期連結会計期間において急

減したＬＣＤ（液晶ディスプレイ）用マスキングフィルム等の需要が回復したことから、部門売

上は前年同期比で増加となりました。その一方で、包装・容器他の部門においては、景気低迷に

伴う需要減等により受注減少傾向の中、前年度から継続している不採算取引の縮小を推し進めて

いることなどにより、部門売上は前年同期比で減少しました。 

以上の結果、化成品事業の売上高は491億97百万円（前年同期比2.1％減）となりました。 

   

（建築資材他の事業） 

 建築資材他の事業では、集合住宅向け製品を中心に大きく落ち込んだことやビル用煙突の受注

減などから前年同期比で売上が減少し、売上高は59億４百万円（前年同期比27.0％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
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は、売上回復と手形債権流動化による手形売却額

の減少に伴い受取手形及び売掛金が増加したこと等から、前連結会計年度末に対して69億６百万

円増加の688億85百万円となりました。 

  負債につきましては、支払手形及び買掛金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に対

して51億59百万円増加の410億４百万円となりました。 

  純資産は利益増加等により17億47百万円増加の278億81百万円となり、自己資本比率は39.6％

となりました。 

  

今後の経済情勢につきましては、緩慢な回復局面の継続が一応予想されますが、景気対策の息

切れ、公共投資の減少及び円高の急進など再度景気後退に陥るリスクは少なくありません。 

当社グループ関連業界においては薄型テレビ等のデジタル製品市場は各国の消費刺激策の効果

等により回復基調にありましたが、今後の先行きは不透明な状況であります。このような環境の

下、当社グループでは、高付加価値製品の販売強化を図ると共に全部門にわたり一層の生産性改

善、コスト削減を徹底するなど、引続き業績の向上に取り組んでまいります。 

通期の連結業績の見通しにつきましては、現時点では平成21年10月30日に公表いたしました業

績予想に変更ありません。 

  また22年３月期(予想)の配当額は現時点では前回発表に変更ありませんが、当第４四半期以降

の状況が更に確認された時点で修正する可能性があります。 

  

該当事項はありません。  

  

１． 簡便な会計処理 

  採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。  

２． 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

  該当事項はありません。 

  

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の期首に存在する工事契約を

含むすべての工事契約において、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（工事進捗率の見積は原価比例法）を適

用しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は78百万円減少、営業利益及び経常利

益はそれぞれ０百万円増加、税金等調整前四半期純利益は１億０百万円増加しております。

   なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

  

  

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

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：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 3,082 2,238

受取手形及び売掛金 25,765 18,266

有価証券 2,058 －

商品及び製品 2,145 2,962

仕掛品 1,362 1,650

原材料及び貯蔵品 1,400 1,380

繰延税金資産 405 807

その他 832 1,332

貸倒引当金 △31 △27

流動資産合計 37,020 28,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,852 25,572

減価償却累計額 △12,709 △11,930

建物及び構築物（純額） 13,142 13,642

機械装置及び運搬具 36,310 35,915

減価償却累計額 △28,046 △26,269

機械装置及び運搬具（純額） 8,264 9,646

工具、器具及び備品 3,956 3,878

減価償却累計額 △3,394 △3,215

工具、器具及び備品（純額） 561 662

土地 4,844 4,851

リース資産 11 11

減価償却累計額 △2 △1

リース資産（純額） 8 10

建設仮勘定 1,300 644

有形固定資産合計 28,122 29,457

無形固定資産   

その他 335 493

無形固定資産合計 335 493

投資その他の資産   

投資有価証券 2,274 2,012

繰延税金資産 514 604

その他 956 1,229

貸倒引当金 △339 △430

投資その他の資産合計 3,407 3,415

固定資産合計 31,864 33,367

資産合計 68,885 61,978
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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 17,538 12,154

短期借入金 1,349 1,023

リース債務 0 1

未払金 1,821 1,480

未払法人税等 241 268

賞与引当金 530 818

役員賞与引当金 33 20

本社移転費用引当金 89 －

その他 1,538 1,601

流動負債合計 23,143 17,368

固定負債   

長期借入金 13,201 14,199

リース債務 8 8

繰延税金負債 380 0

退職給付引当金 2,829 3,457

役員退職慰労引当金 423 396

その他 1,017 413

固定負債合計 17,860 18,476

負債合計 41,004 35,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,723 4,723

資本剰余金 5,778 5,778

利益剰余金 16,493 14,949

自己株式 △10 △10

株主資本合計 26,984 25,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 458 331

為替換算調整勘定 △157 △189

評価・換算差額等合計 301 142

少数株主持分 595 550

純資産合計 27,881 26,133

負債純資産合計 68,885 61,978
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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 58,348 55,101

売上原価 51,082 44,846

売上総利益 7,266 10,254

販売費及び一般管理費 7,511 7,269

営業利益又は営業損失（△） △245 2,985

営業外収益   

受取利息 8 4

受取配当金 52 48

受取賃貸料 133 96

その他 217 159

営業外収益合計 411 308

営業外費用   

支払利息 212 194

貸与資産減価償却費 65 48

その他 82 52

営業外費用合計 359 296

経常利益又は経常損失（△） △193 2,997

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2

固定資産売却益 1 9

投資有価証券売却益 34 －

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － 99

特別利益合計 36 112

特別損失   

固定資産売却損 9 1

固定資産除却損 36 36

投資有価証券評価損 0 4

関係会社株式評価損 21 －

減損損失 69 －

たな卸資産評価損 153 －

本社移転費用 － 89

退職給付制度終了損 － 54

その他 2 16

特別損失合計 294 202

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（△）

△451 2,907

法人税、住民税及び事業税 141 274

法人税等調整額 △293 785

法人税等合計 △152 1,059

少数株主利益 62 44

四半期純利益又は四半期純損失（△） △361 1,803
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△451 2,907

減価償却費 4,308 3,439

減損損失 69 －

受取利息及び受取配当金 △60 △52

支払利息 212 194

為替差損益（△は益） 0 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 44 28

投資有価証券売却損益（△は益） △34 －

投資有価証券評価損益（△は益） 0 4

関係会社株式評価損 21 －

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 － △99

その他の損益（△は益） 0 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26 27

賞与引当金の増減額（△は減少） △397 △287

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 13

売上債権の増減額（△は増加） 2,910 △6,775

たな卸資産の増減額（△は増加） 251 827

仕入債務の増減額（△は減少） △945 5,285

その他の流動資産の増減額（△は増加） 475 125

その他の流動負債の増減額（△は減少） 563 461

その他の固定負債の増減額（△は減少） △7 △117

小計 7,081 6,181

利息及び配当金の受取額 60 53

利息の支払額 △222 △197

法人税等の支払額 △346 △358

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,574 5,678

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 20 113

有価証券の取得による支出 － △60

有形固定資産の取得による支出 △1,619 △1,948

有形固定資産の売却による収入 3 32

無形固定資産の取得による支出 △27 △31

投資有価証券の取得による支出 △22 △51

投資有価証券の売却による収入 89 0

短期貸付金の増減額（△は増加） △0 △4

長期貸付けによる支出 △82 △1

長期貸付金の回収による収入 38 56

その他 △74 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,675 △1,895
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（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) 

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） △1,650 △800

長期借入れによる収入 200 250

長期借入金の返済による支出 △2,450 △122

社債の償還による支出 △200 －

自己株式の取得による支出 － △0

配当金の支払額 △345 △259

少数株主への配当金の支払額 △6 △6

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,453 △939

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 344 2,849

現金及び現金同等物の期首残高 1,750 2,007

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,095 4,856
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 該当事項はありません。 

  

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） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の市場における用途に応じて、化成品と建築資材他に区分しており

ます。 

２．各事業区分の主要製品 

３．会計処理の方法の変更  

 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更」１．に記載の

とおり、第１四半期連結会計期間より、「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）を適用し、第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事

契約を含むすべての工事契約において、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（工事進捗率の見積は原価比例

法）を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第３四半期連結累計期間の建築

資材他の事業の売上高が78百万円減少、営業利益が０百万円増加しております。 

 なお、化成品事業に与える影響はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
化成品

（百万円） 
建築資材他
（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  50,260  8,087  58,348  －  58,348

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 252  22  275  △275  －

計  50,513  8,110  58,623  △275  58,348

営業利益又は営業損失（△）  △487  243  △244  △0  △245

  
化成品

（百万円） 
建築資材他
（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  49,197  5,904  55,101  －  55,101

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 310  23  333  △333  －

計  49,507  5,928  55,435  △333  55,101

営業利益  2,911  74  2,985  △0  2,985

事業区分 主要製品 

化成品 

ＬＣＤ用マスキングフィルム、粘着・保護フィルム、層間絶縁フィルム、

電子回路用材、剥離フィルム、食品・医薬品等包装材、医療機器包装材、

プラスチック製折畳液体容器、プラスチッククロスシート 

建築資材他 
コンクリート型枠材、スラブ材、各種型枠筒、トンネル用防水シート、 

トンネル掘削工事関連資材、気密性ドア、煙突ライニング材、表面保護材 
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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）及び当第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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。  

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）及び当第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

 該当事項はありません。 

  

プロテクトフィルム広幅加工機の導入を平成22年１月14日付当社取締役会にて決定致しまし

た。 

   

   設置事業所：昭和事業所（予定） 

      投資金額 ：35億円（総投資予定額） 

   稼動予定 ：平成23年４月 

      

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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
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