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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 44,214 △25.8 1,726 141.8 1,794 174.4 917 ―

21年3月期第3四半期 59,621 ― 714 ― 653 ― △2,242 ―

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 14.73 ―

21年3月期第3四半期 △35.72 ―

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 57,730 32,891 51.4 476.72
21年3月期 53,530 31,780 53.5 459.66

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  29,677百万円 21年3月期  28,623百万円

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00
22年3月期 ― 3.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 6.00

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 60,000 △18.9 2,200 ― 2,300 ― 1,000 ― 16.06
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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、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） 

(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「3．平成22年3月期の連結業績予想」は現時点で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、実際の業績は今後
の様々な要因によって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については、４ページをご参照下さい。 

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 66,113,819株 21年3月期  66,113,819株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,860,756株 21年3月期  3,843,737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 62,261,129株 21年3月期第3四半期 62,792,095株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年12月31日まで、以下「当第３四半期」）における

わが国経済は、政府による多岐にわたる景気浮上策の効果や中国・東南アジアを中心としたアジア地域経済の

急速な回復等に伴い第２四半期後半から改善の動きが見られるようになり、当第３四半期連結会計期間には更

にこの動きが確かなものとなりました。特に、家電、自動車関連産業は国内需要の増加に加え、輸出の増加に

より回復が進みました。一方、建設、住宅関連産業は企業の設備投資に対する慎重な姿勢が続いていること

や、雇用、所得環境の悪化を背景に需要が拡大せず、依然として厳しい状況が続いております。 

 このような環境の中で、当社グループは、技術、製造、営業が一体となって顧客のニーズにすばやく対応

し、ビジネスチャンスを確実に捕捉することにより売上確保に努めると共に、効率的な生産体制の追求、徹底

的な無駄の排除、コスト削減策の断行を継続いたしました。また、新たな取組みとして研究開発センター内に

生産技術を飛躍的に向上させることを役割とする新しい組織を設けました。これにより品質の改善、生産コス

トの低減、お客様満足度の向上に努めてまいります。 

 この結果、当第３四半期の売上高は 百万円（前年同四半期連結累計期間比（以下「前年同期比」）

25.8%の減少）、営業利益は 百万円（前年同期比141.8%の増加）、経常利益は 百万円（前年同期比

174.4%の増加）、四半期純利益は 百万円（前年同期は2,242百万円の損失）となりました。 

 

 事業の種類別ごとの業績は次のとおりです。 

 

コンパウンド事業 

 国内の塩ビコンパウンドは、主力市場の一つである建材が伸び悩む中、自動車用電線や樹脂サッシュ用途の

需要拡大により売上の落込みを支えました。エラストマーは、国内外での自動車用途の需要回復により国内販

売や輸出も増加してきましたが前年同期の水準には至っておりません。エンジニアリングプラスチックも電子

部品関連市場の回復に伴い、売上の減少に底を打ちました。 

 海外は、中国、東南アジアの自動車用途を中心に需要が増加し、また米国は自動車用途に回復傾向が見えて

きましたが、前年同期を下回る売上となりました。 

 その結果、売上高は30,081百万円（前年同期比28.1%の減少）となりました。 

 

フイルム事業 

 国内では、依然続く建材市場の低迷により建材用内装フィルム、ユニットバス用フィルムともに厳しい状況

が続いています。フレキシブル・フラットケーブル用フィルムは、家電・自動車用途の需要増加により売上が

増加しました。 

 また、群馬事業所で生産している機能フィルムは、主に海外でのテレビ需要の拡大により堅調な売上を維持

しましたが、ガラス用フィルムの売上は国内建材市場の低迷の影響で低調に推移しました。 

 海外は、建材用内装フィルムは、欧州に回復の兆しが見えてきましたが、依然厳しい状況は変わらず、売上

は前年同期を大きく下回りました。 

 その結果、売上高は9,979百万円（前年同期比25.0%の減少）となりました。 

 

食品包材事業 

 国内は、個人消費の落ち込みによりスーパーの生鮮食料品用の業務用ラップの売上は低調に推移しました。

家庭用ラップの売上は消費者の買い控えや低価格志向が依然強い中、販路拡大の成果もあり堅調に推移しまし

た。 

 海外は、中国国内の景気拡大に伴い売上は漸増傾向にあるものの、前年同期を下回る売上となりました。 

 その結果、売上高は3,720百万円（前年同期比7.8%の減少）となりました。 

 

商品 

 各事業の周辺商品ならびに関連商品を販売しました。 

 この結果、売上高は432百万円（前年同期比2.0%の減少）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

44,214

1,726 1,794

917
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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、 百万円で前連結会計年度末（以下「前年度末」）に

比べ4,200百万円増加しました。 

 資産の部では、流動資産は34,048百万円で前年度末に比べ4,447百万円増加しました。これは主に、キャッシ

ュフローの改善を背景とする短期運用資産が増加したことや売掛債権などが増加したことによります。固定資

産は23,681百万円で前年度末に比べ247百万円減少しました。 

 負債の部では、流動負債は21,145百万円で前年度末に比べ3,109百万円増加しました。これは主に、売上の回

復に伴う原材料の購入による買掛金の増加と短期借入金が増加したことによります。固定負債は3,692百万円で

前年度末に比べ20百万円減少しました。結果、負債合計は 百万円で前年度末に比べ3,089百万円増加しま

した。 

 純資産合計は、 百万円で前年度末に比べ1,110百万円増加しました。これは主に、四半期純利益の増加

による利益剰余金の増加とその他有価証券評価差額金が増加したことによります。 

 この結果、純資産合計から少数株主持分を控除した自己資本は29,677百万円となり、自己資本比率は51.4%と

となりました。 

 第３四半期累計期間（連結・個別）における業績の動向等を勘案し、平成22年２月10日付「業績予想の修正に

関するお知らせ」で修正しております。 

 該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 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場合には、前連結会計年度末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、前連結会計年度末以降に経営環境等に

著しい変化があるか、又は、一時差異等の発生の状況に著しい変化が認められる場合には、前連結会計

年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味した

ものを利用する方法によっております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効

税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該実効税率を乗じて計算しております。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 該当事項はありません。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

57,730

24,838

32,891

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：千円）

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 4,442,139 5,145,437

受取手形及び売掛金 17,206,527 15,731,162

有価証券 300,731 800,956

商品及び製品 4,003,295 4,353,230

仕掛品 675,226 599,033

原材料及び貯蔵品 3,185,879 2,759,593

その他 4,490,612 456,696

貸倒引当金 △255,621 △244,474

流動資産合計 34,048,789 29,601,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,705,226 5,995,029

機械装置及び運搬具（純額） 6,149,885 6,976,333

工具、器具及び備品（純額） 472,273 631,936

土地 4,641,578 4,596,486

リース資産（純額） 64,944 33,085

建設仮勘定 299,763 122,929

有形固定資産合計 17,333,673 18,355,800

無形固定資産   

のれん 82,808 60,724

リース資産 92,166 99,575

その他 391,922 426,304

無形固定資産合計 566,897 586,604

投資その他の資産   

投資有価証券 3,724,239 3,345,897

前払年金費用 1,018,140 1,138,771

その他 1,073,857 531,413

貸倒引当金 △35,507 △30,058

投資その他の資産合計 5,780,729 4,986,025

固定資産合計 23,681,300 23,928,429

資産合計 57,730,089 53,530,064
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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 14,149,127 11,905,022

短期借入金 4,335,354 3,592,141

1年内返済予定の長期借入金 5,282 5,854

リース債務 40,715 30,105

未払金 763,847 807,066

未払費用 1,056,148 918,593

未払法人税等 158,171 148,034

賞与引当金 144,234 179,459

その他 492,880 449,992

流動負債合計 21,145,761 18,036,269

固定負債   

長期借入金 518,923 526,674

リース債務 119,720 105,238

退職給付引当金 2,051,669 2,100,696

役員退職慰労引当金 161,282 146,763

その他 840,807 833,437

固定負債合計 3,692,404 3,712,810

負債合計 24,838,165 21,749,079

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金 6,535,376 6,535,376

利益剰余金 16,020,311 15,414,548

自己株式 △1,336,756 △1,333,443

株主資本合計 29,732,949 29,130,500

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 900,944 457,329

為替換算調整勘定 △956,322 △964,452

評価・換算差額等合計 △55,378 △507,123

少数株主持分 3,214,352 3,157,607

純資産合計 32,891,924 31,780,984

負債純資産合計 57,730,089 53,530,064
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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）

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 59,621,166 44,214,061

売上原価 52,917,604 37,584,356

売上総利益 6,703,561 6,629,705

販売費及び一般管理費 5,989,426 4,902,890

営業利益 714,135 1,726,815

営業外収益   

受取利息 34,572 33,813

受取配当金 91,389 73,572

その他 149,011 138,101

営業外収益合計 274,973 245,487

営業外費用   

支払利息 101,380 63,499

為替差損 136,732 88,268

その他 97,107 25,986

営業外費用合計 335,220 177,754

経常利益 653,888 1,794,548

特別利益   

固定資産売却益 12,751 3,146

投資有価証券売却益 － 64

受取保証金 － 62,869

特別利益合計 12,751 66,080

特別損失   

固定資産売却損 738 7

固定資産除却損 74,491 83,080

減損損失 475,629 －

投資有価証券評価損 312,068 147,857

たな卸資産評価損 440,115 －

その他 455 127

特別損失合計 1,303,498 231,072

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（△）

△636,858 1,629,557

法人税等 1,360,227 369,928

少数株主利益 245,533 342,551

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,242,619 917,077
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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