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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 293,559 △21.9 3,058 △27.6 3,012 △42.8 1,144 △57.1

21年3月期第3四半期 375,685 ― 4,226 ― 5,264 ― 2,666 ―

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 17.59 ―

21年3月期第3四半期 40.96 ―

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 231,130 68,347 29.3 1,041.14
21年3月期 215,279 63,599 29.1 963.50

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  67,737百万円 21年3月期  62,713百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00 ―

22年3月期 
（予想）

5.00 10.00

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 390,000 △11.9 4,100 14.6 3,400 △11.1 1,500 △30.6 23.06
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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、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。 

(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） 

(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 

上記の予想は、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異なる場
合があります。なお、業績予想に関する事項は添付資料６ページをご参照ください。 

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 65,159,227株 21年3月期  65,159,227株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  98,019株 21年3月期  70,288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 65,064,033株 21年3月期第3四半期 65,088,964株
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業績 

 当第３四半期連結会計期間における日本経済は、一昨年来の世界的不況の中、雇用情勢の悪化やデフレの影響

など依然厳しい状況にあるものの、各国による経済対策の効果を背景に、アジア向けを中心とした輸出などに持

ち直しの動きがみられました。 

 こうした中、当社の事業においては、情報電子や合成樹脂事業を中心に一部回復基調がみられたものの、円高

の影響などにより連結ベースでの売上高は 百万円（対前年同期比 ％減）となりました。一方利益面

では、営業利益は 百万円（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）となりました。四半期

純利益は 百万円（同 ％減）でした。 

  

①事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（情報電子事業） 

  情報電子事業は、各国の景気刺激策などにより液晶テレビ市場が急激に回復したことから、主力の液晶関連を

中心として総じて回復基調となりました。 

  液晶関連では、価格下落や為替の影響はあったものの、偏光板、偏光板原料等を中心に大きく回復しました。

 インクジェット関連・複写機関連は、業界全体の需要回復に加え、拡大傾向にある産業用分野への取り組みも

寄与し、伸長しました。 

LED関連は、テレビ、照明用途など急速に拡大する需要を追い風に、新規開拓に注力しました。 

太陽電池関連は依然規模は大きくないものの、引き続き注力しました。 

半導体関連は景気刺激策などにより回復傾向が強まりました。マスクブランクスは国内では厳しい状況でし

たが、世界市場の緩やかな回復に伴い微増となりました。 

装置関連は総じて低調でした。こうした中、ハンドラーの受注には回復がみられました。   

 これらの結果、売上高は 百万円(同 ％増）となり、営業利益は 百万円（前年同期は営業損失 百

万円）となりました。 

  

（住環境事業） 

 住環境事業は、長引く住宅不況により新築住宅着工戸数が大きく落ち込む中、厳しい状況となりました。 

 住宅・産業資材関連は、省エネ・環境をテーマとした商品開発に注力したものの、ハウスメーカー・ビルダー

共に販売戸数が落ち込んだことから、住宅資材関連の荷動きが減少しました。産業資材分野では住宅水廻り機器

関連の販売は減少しましたが、新規テーマや落ち込んでいた自動車関連の一部が回復しました。 

 木材・建材関連は、新築住宅の大幅減少による建材供給メーカーの在庫調整の為、輸入木材の低迷が続き、ま

た三国間貿易も 終マーケットである日本国内の需要低迷のため不調でした。建材用資材は、住宅需要の低迷に

伴い供給側の事業・生産能力再編の動きが活発化し、価格競争も激化しました。こうした中、当社では海外から

の安定的な仕入れに注力するとともに、省エネ、環境、介護等をテーマとした商品の開発に取り組みました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（前年同期は営業損失 百

万円）となりました。 

  

（化学品事業） 

 化学品事業では、機能化学品関連に回復の兆しがみられたものの、総じて低調でした。一方ライフサイエンス

関連は一部を除き順調でした。 

 機能化学品関連ではシリコーン、自動車部品向けアラミド繊維、樹脂添加剤が減少しました。エンジニアリン

グプラスチック、エポキシ樹脂向けなどの樹脂原料は前年同期水準まで回復しました。塗料、インキは生産量の

落ち込みから販売が減少し、製紙薬剤も低調でした。 

 ライフサイエンス関連では、医農薬中間体は減少したものの、一般中間体の輸出入が回復しました。生活関連

商品は、家庭用殺虫剤が減少した反面、新型インフルエンザ関連商品が寄与し、好調でした。 

【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

103,967 12.3

1,960 205.2 1,982 107.0

716 76.7

44,210 2.4 779 130

4,433 30.2 23 87
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 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（前年同期は営業損失

百万円）となりました。 

  

（合成樹脂事業） 

 合成樹脂事業は、海外での需要増に支えられ、概ね回復基調となりました。 

 高機能樹脂は、落ち込んでいた自動車や電子・電気機器用コネクター関連を中心とする販売が国内で回復し始

めました。輸出は中国向けが順調だった上、東南アジア向けも回復し、対前年同期比で大きく増加しました。 

 汎用樹脂の国内販売は、数量ベースでは前年同期水準まで回復したものの、販売価格が低迷したため売上減と

なりました。 

  フィルム、シート関連も、季節要因により出荷は堅調だったものの、価格下落により売上高が減少しました。

関連会社では、原材料の価格が下落する中、販売価格が維持されたことからインフレフィルムを中心に好調でし

た。スポーツ資材は、不況の影響などから海外、国内ともに低調でした。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（同 ％減）となりまし

た。 

  

（食品事業） 

 食品事業は2009年３月末で米国産牛肉の輸入ビジネスから撤退したことにより売上高は対前年同期比で大きく

減少しました。 

 エビやウニを主力とする水産物は、低価格の回転寿司向け販売が比較的堅調だったものの、その他の外食産業

向けは景気低迷により苦戦しました。  

 農産物は、パイナップルやピーチなどの果汁関連が低迷しました。一方、国産冷凍野菜は安定需要が見込める

ことから、提携先と販売拡大へ向けた取り組みを強化しました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業損失は 百万円（前年同期は営業利益 百

万円）となりました。 

  

②所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（日本） 

 日本は、液晶テレビ市場の回復に伴い、液晶関連商品を中心とした情報電子事業が改善しました。合成樹脂事

業においては高機能樹脂を中心に一部回復の兆しがみられました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（前年同期は営業損失

百万円）となりました。 

  

（東南アジア） 

 東南アジアでは、世界的不況からの回復傾向が強まった一方、依然、売上高は前年同期水準を下回りました。

 シンガポールでは、合成樹脂関連の販売価格下落により売上高が減少したものの、数量ベースでは国内需要、

輸出ともほぼ前年同期水準まで回復しました。 

 マレーシアは、合成樹脂の販売価格下落の影響などから、苦戦しました。 

 タイでは、欧米・日本向け輸出企業への樹脂販売を中心に回復基調となりましたが、前年同期の水準には及び

ませんでした。一方、日本向けの包装材料・文房具関連は好調でした。 

 インドネシアでは、商社・製造部門とも内需に支えられ、順調に推移しました。 

 フィリピンでは、合成樹脂の販売が堅調でした。 

 ベトナムでは、主力販売先であるＯＡ関係企業向け販売が前年同期水準まで回復しました。  

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（同 ％増）となりま

した。 

  

（北東アジア） 

 北東アジアでは、中国政府の継続的な内需振興策が功を奏し、概ね回復基調となりました。 

 香港、華南では同振興策により家電製品等の出荷が順調だったことから、液晶関連を中心に情報電子部門の販

売が急速に回復しました。一方、欧米向け輸出に依存する合成樹脂関連の販売は多少回復の兆しはみられたもの

の、単価下落の影響もあり引き続き厳しい状況でした。   

 華東も内需関連が好調だったことから液晶関連販売が順調に伸びました。また化学品関連では塗料原料の加工

工場の運営が徐々に軌道に乗り始めました。 

 華北ではＯＡを中心とした合成樹脂関連に回復の兆しがみられました。 

14,545 12.7 338 33

36,690 19.7 755 8.2

3,686 41.1 23 27

64,522 5.3 916 254

14,441 22.0 652 19.6
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 台湾は中国内の液晶テレビの出荷が順調だったため、当社液晶関連部材の販売も引き続き好調でした。 

 韓国も台湾と同様、中国向け液晶関連部材が順調でした。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（同 ％減）となりまし

た。 

  

（米州） 

 米州は、経済回復に遅れがみられる中、引き続き厳しい状況となりました。 

 マスクブランクスなどの半導体関連各種材料の販売は苦戦しました。景気悪化でレジャービジネス業界が引き

続き大きく影響を受けたことから、ダイブコンピューターの販売が落ち込みました。  

 化学品関連では新規顧客の開拓などにより、中間体や機能化学品の売上が比較的順調でした。 

 食品関連では、ブルーベリーの価格が下落したことに加え、日本向け販売も低調で売上が減少しました。一

方、アメリカ国内向けブラックベリーなどの新商品の拡販に積極的に取り組みました。グループ会社での冷凍水

産食品の販売はほぼ横ばいでした。 

 合成樹脂関連は、家電向けの需要が低迷し販売が減少しました。 

 メキシコでは、工業用クレーン等の販売が増加しました。一方、金属加工事業は2009年７月をもって終了しま

した。  

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業損失は 百万円（前年同期は営業利益 百

万円）となりました。 

  

（欧州） 

 欧州は情報電子関連の一部に回復がみられたものの、一昨年来の景気低迷の影響を受け、総じて低調でした。

 液晶関連では、欧州域内の液晶テレビ市場の回復により、ポーランドでの液晶パネル材料の販売が好調に推移

しました。 

 ドイツやフランス向けを中心とした太陽電池関連は、販売量は伸びたものの、価格競争と円高の影響により苦

戦しました。 

 欧州各国向け工業用フィルターは販売が低迷しました。 

 フランスで注力しているファインケミカル関連では、夏季休暇の影響から総じて低調となりました。特に高級

化粧品原料の販売は一昨年より続く不況の影響で苦戦しました。 

 これらの結果、売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（前年同期は営業損失118百

万円）となりました。 

  

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８月10日公表）及び第２四半期決算短信（平成21年11月10日公表）をご参照ください。 

  

19,513 17.3 402 9.1

2,276 50.2 18 39

3,213 15.4 5
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(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における資産合計は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加（同7.4％

増）し、 百万円となりました。 

 流動資産の増加 百万円は、主に現金及び預金、商品及び製品並びにその他が減少したものの、受取手形

及び売掛金が増加したこと等によるものであります。  

 固定資産の増加 百万円は、主に無形固定資産、株式市況の回復による投資有価証券の増加等によるもの

であります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加（同7.3％増）

し、 百万円となりました。 

 流動負債の増加 百万円は、主に短期借入金、未払法人税等及びその他が減少したものの、支払手形及び

買掛金が増加したこと等によるものであります。 

  固定負債の増加 百万円は、主に事業整理損失引当金は減少したものの、長期借入金及びその他が増加し

たこと等によるものであります。   

      当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加（同7.5％増）

し、 百万円となりました。これは、主に為替換算調整勘定の変動及び株式市況の回復によるその他有価証

券評価差額金の増加等によるものであります。 

     この結果、自己資本比率は29.3％（前連結会計年度末より0.2％増加）となりました。期末発行済株式総数に

基づく１株当たり純資産額は 円 銭（前連結会計年度末より77円64銭増加）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における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、売上債権の増加額、法

人税等の支払額、たな卸資産の増加額、無形固定資産の取得による支出及び有形固定資産の取得による支出が、

仕入債務の増加額、短期借入金の純増加額、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費を上回ったこと等によ

り、当第２四半期連結会計期間末に比して 百万円減少の 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は前年同期より 百万円減少の 百万

円となりました。これは主に、売上債権の増加額及び法人税等の支払額が、仕入債務の増加額及び税金等調整前

四半期純利益を上回ったこと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） 

当第３四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は前年同期より 百万円減少の 百万円

となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出及び有形固定資産の取得による支出が、投資有価証

券の売却による収入及び有形固定資産の売却による収入を上回ったこと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） 

当第３四半期連結会計期間において財務活動の結果得られた資金は前年同期より 百万円増加の 百万

円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額が、配当金の支払額を上回ったこと等によるものでありま

す。 

  

  

 今後の見通しにつきましては、一昨年来の景気後退から一部回復の兆しが見え始めておりますが、本格的な景気回

復には至っておらず、厳しい状況で推移するものと思われます。 

 このような事業環境の中、当社グループにおいて引き続き利益率の改善、経費削減活動、資金の効率化に一層努め

てまいりますが、投資有価証券の評価損や固定資産の売却による損失等が発生いたしましたので、平成22年３月期の

連結業績予想につきまして、平成21年10月27日公表の連結業績予想の当期純利益を２億円減の15億円（増減率

△11.8％）に修正しております。なお、売上高、営業利益、経常利益につきましては、変更しておりません。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

15,851

231,130

8,876

6,975

11,104

162,783

7,695

3,408

4,747

68,347

1,041 14

112 6,034

3,828 1,793

3,411 843

1,841 2,845

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。  

  

  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理は適用しておりません。  

 なお、当社及び連結子会社においては、以下の項目につき、簡便な会計処理を適用しております。 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

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 

 連結子会社の法人税等の計上基準については、主として法定実効税率をベースとした簡便な方法により計算

しております。 

 連結子会社の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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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：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 6,037 11,247

受取手形及び売掛金 126,051 104,197

商品及び製品 20,958 24,736

仕掛品 273 383

原材料及び貯蔵品 2,052 2,357

その他 8,598 11,710

貸倒引当金 △1,428 △963

流動資産合計 162,544 153,668

固定資産   

有形固定資産 11,199 11,765

無形固定資産   

のれん 355 405

その他 6,028 4,319

無形固定資産合計 6,383 4,724

投資その他の資産   

投資有価証券 44,061 38,729

その他 11,507 9,935

貸倒引当金 △4,566 △3,545

投資その他の資産合計 51,002 45,119

固定資産合計 68,585 61,610

資産合計 231,130 215,279

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 87,470 66,811

短期借入金 38,744 49,499

未払法人税等 432 1,609

賞与引当金 632 779

その他 5,815 6,700

流動負債合計 133,095 125,399

固定負債   

長期借入金 17,176 14,774

退職給付引当金 366 430

役員退職慰労引当金 36 61

事業整理損失引当金 355 2,230

債務保証損失引当金 18 281

負ののれん 164 236

その他 11,570 8,264

固定負債合計 29,688 26,279

負債合計 162,783 151,679
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,364 9,364

資本剰余金 7,708 7,708

利益剰余金 39,211 38,950

自己株式 △60 △52

株主資本合計 56,223 55,971

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,966 11,684

繰延ヘッジ損益 38 15

為替換算調整勘定 △4,490 △4,958

評価・換算差額等合計 11,514 6,741

少数株主持分 609 886

純資産合計 68,347 63,599

負債純資産合計 231,130 215,279
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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 375,685 293,559

売上原価 353,094 273,857

売上総利益 22,590 19,701

販売費及び一般管理費 18,364 16,643

営業利益 4,226 3,058

営業外収益   

受取利息 384 244

受取配当金 999 718

為替差益 350 52

雑収入 1,136 1,018

営業外収益合計 2,870 2,034

営業外費用   

支払利息 1,306 725

持分法による投資損失 115 1,007

雑損失 410 346

営業外費用合計 1,833 2,080

経常利益 5,264 3,012

特別利益   

事業整理損失引当金戻入額 － 441

投資有価証券売却益 4,373 208

特別利益合計 4,373 649

特別損失   

投資有価証券評価損 366 833

貸倒引当金繰入額 252 206

固定資産売却損 － 183

事業整理損失引当金繰入額等 2,428 －

固定資産除却損 725 －

減損損失 440 －

特別損失合計 4,213 1,223

税金等調整前四半期純利益 5,424 2,438

法人税、住民税及び事業税 3,486 1,209

法人税等調整額 △839 △4

法人税等合計 2,646 1,205

少数株主利益 111 88

四半期純利益 2,666 1,144
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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 118,606 103,967

売上原価 111,669 96,603

売上総利益 6,937 7,363

販売費及び一般管理費 6,294 5,403

営業利益 642 1,960

営業外収益   

受取利息 93 80

受取配当金 409 291

為替差益 257 －

未払金取崩益 － 172

雑収入 262 188

営業外収益合計 1,022 733

営業外費用   

支払利息 406 207

為替差損 － 41

持分法による投資損失 112 317

雑損失 188 144

営業外費用合計 707 711

経常利益 957 1,982

特別利益   

投資有価証券売却益 4,257 121

事業整理損失引当金戻入額 415 90

貸倒引当金戻入額 91 －

特別利益合計 4,764 212

特別損失   

投資有価証券評価損 204 600

固定資産売却損 － 183

事業整理損失引当金繰入額 － 114

貸倒引当金繰入額 － 98

固定資産除却損 725 －

減損損失 440 －

特別損失合計 1,369 996

税金等調整前四半期純利益 4,353 1,198

法人税、住民税及び事業税 2,185 252

法人税等調整額 △943 219

法人税等合計 1,241 471

少数株主利益 38 10

四半期純利益 3,073 716
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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 5,424 2,438

減価償却費 2,247 1,821

減損損失 440 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 400 1,484

受取利息及び受取配当金 △1,383 △963

支払利息 1,306 725

持分法による投資損益（△は益） 115 1,007

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 2,323 △1,224

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） － △263

固定資産売却損益（△は益） － 183

固定資産除却損 725 －

投資有価証券売却損益（△は益） △4,373 △208

投資有価証券評価損益（△は益） 366 833

売上債権の増減額（△は増加） 714 △21,709

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,496 4,674

仕入債務の増減額（△は減少） △3,574 20,385

その他の流動資産の増減額（△は増加） △487 3,131

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,330 △1,411

その他 △418 △759

小計 3,660 10,145

利息及び配当金の受取額 1,393 966

利息の支払額 △1,273 △793

保険金の受取額 343 －

法人税等の支払額 △5,043 △2,870

営業活動によるキャッシュ・フロー △919 7,447

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 △17 －

定期預金の払戻による収入 21 65

有価証券の取得による支出 △20 △18

有形固定資産の取得による支出 △1,757 △1,216

有形固定資産の売却による収入 45 199

無形固定資産の取得による支出 △1,621 △2,135

投資有価証券の取得による支出 △1,486 △774

投資有価証券の売却による収入 6,740 395

子会社株式の取得による支出 － △311

子会社株式の売却による収入 － 33

短期貸付金の純増減額（△は増加） 718 102

長期貸付けによる支出 △191 △8

長期貸付金の回収による収入 9 195

その他 326 132

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,765 △3,341
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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） 5,043 △9,126

長期借入れによる収入 6,529 2,203

長期借入金の返済による支出 △8,476 △1,346

配当金の支払額 △650 △650

少数株主への配当金の支払額 △43 △33

その他 △58 19

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,343 △8,934

現金及び現金同等物に係る換算差額 △661 63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,527 △4,763

現金及び現金同等物の期首残高 6,671 11,181

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

16 67

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △450

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,215 6,034
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料 

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材 

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料  

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック 

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類 

(6）その他………リース業  

  

（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〕

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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  144,301  17,356 55,745 137,584 18,795 1,901  375,685 - 375,685

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 -  - - - - -  - - -

計  144,301  17,356 55,745    137,584 18,795 1,901  375,685 - 375,685

営業利益又は営業損失(△)  1,397  △109 341 2,229 132 235  4,226 - 4,226

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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  124,973  13,168 42,020 99,890 12,164 1,341  293,559 - 293,559

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 200  - 905 205 - 39  1,350 △1,350 -

計  125,173  13,168 42,925 100,095 12,164 1,381  294,909 △1,350 293,559

営業利益又は営業損失(△)  1,552  9 326 1,032 △69 206  3,058 - 3,058
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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） 

  

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） 

  

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

(1）情報電子……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向け

材料 

(2）住環境………木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材 

(3）化学品………医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤原

料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料  

(4）合成樹脂……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック 

(5）食品…………水産物、畜産物、農産物、澱粉類 

(6）その他………リース業  

  

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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    43,157  6,349 16,663 45,669 6,253 513  118,606 - 118,606

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 -  - - - - -  - - -

計  43,157  6,349 16,663 45,669 6,253 513  118,606 - 118,606

営業利益又は営業損失(△)  △130  △87 △33 822 27 43  642 - 642

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
（百万円）

その他
（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    44,210  4,433 14,545 36,690 3,686 401  103,967 - 103,967

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 133  - 410 178 - 13  735 △735 -

計  44,343  4,433 14,955 36,869 3,686 415  104,703 △735 103,967

営業利益又は営業損失(△）  779  23 338 755 △23 85  1,960 - 1,960
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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） 

  

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） 

  

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） 

  

 （注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

    ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2）北東アジア………中国・台湾 

(3）米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  227,986  55,688  68,271  13,582  10,156  375,685  -  375,685

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 30,259  1,551  248  1,944  671  34,675  △34,675  -

計  258,245  57,240  68,520  15,526  10,827  410,360  △34,675  375,685

営業利益又は営業損失(△)  2,025  1,533  1,260  △51  △500  4,268  △41  4,226

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  190,536  35,930  49,836  8,044  9,211  293,559  -  293,559

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 24,674  1,195  806  1,158  494  28,329  △28,329  -

計  215,211  37,125  50,643  9,202  9,706  321,888  △28,329  293,559

営業利益又は営業損失(△)  2,230  565  599  △200  △222  2,972  85  3,058

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  68,112  18,525  23,598  4,570  3,799  118,606  -  118,606

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 7,863  565  86  496  401  9,413  △9,413  -

計  75,975  19,091  23,684  5,066  4,201  128,019  △9,413  118,606

営業利益又は営業損失(△)  △254  545  442  39  △118  655  △13  642

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円）

米州
（百万円）

欧州
（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  64,522  14,441  19,513  2,276  3,213  103,967  -  103,967

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 9,403  499  254  449  277  10,883  △10,883  -

計  73,925  14,941  19,768  2,726  3,490  114,851  △10,883  103,967

営業利益又は営業損失(△）  916  652  402  △18  5  1,957  2  1,960
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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） 

  

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） 

   

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） 

  

 （注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2) 北東アジア………中国・台湾 

(3) 米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

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。 

  

〔海外売上高〕

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  61,205  96,373  14,332  9,468  181,380

Ⅱ 連結売上高（百万円）          375,685

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 16.3  25.7  3.8  2.5  48.3

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  38,998  78,488  8,181  9,991  135,658

Ⅱ 連結売上高（百万円）          293,559

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 13.3  26.7  2.8  3.4  46.2

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  20,633  29,789  4,924  3,175  58,522

Ⅱ 連結売上高（百万円）          118,606

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 17.4  25.1  4.2  2.7  49.3

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  15,621  29,334  2,594  3,427  50,977

Ⅱ 連結売上高（百万円）          103,967

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割

合（％） 
 15.0  28.2  2.5  3.3  49.0

（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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