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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 1,685 50.8 25 ― 15 ― 80 ―

21年12月期第1四半期 1,117 ― △277 ― △275 ― △137 ―

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12月期第1四半期 21.59 ―

21年12月期第1四半期 △36.76 ―

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12月期第1四半期 8,145 2,446 30.0 655.83
21年12月期 7,852 2,364 30.1 633.75

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,446百万円 21年12月期  2,364百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 5.00 5.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,439 32.5 45 ― 28 ― 87 ― 23.54

通期 7,337 23.9 199 ― 176 ― 161 ― 43.16

－ 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、５ページ【定性的情報・財務諸表】 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） 

(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 

(注)連結業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等
により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、連結業績予想に関する[定性的情報・財務情報等] 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧く
ださい。 

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12月期第1四半期 3,731,000株 21年12月期  3,731,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  38株 21年12月期  38株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 3,730,962株 21年12月期第1四半期 3,730,962株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国をはじめとする先進国の経済情勢の改善、中国

を含む新興国の高成長などに支えられ、外需主導の傾向で推移し、輸出の緩やかな増加や生産の持ち直し

など企業収益に回復の動きが見えはじめております。しかしながら、長引くデフレの影響、海外景気の下

振れ懸念など依然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループの主要な事業である工業用フィルム業界は、タッチパネル搭載のモバイル機器が世界市場

において好調に推移していることなどにより需要が増加しております。 

 このような経営環境下におきまして、当社グループは海外市場向けの営業活動及び研究開発を積極的に

継続し、タッチパネル用ハードコートフィルムなどの販売を伸ばす一方、国内においてもコーティング受

託加工などが好調に推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は16億85百万円（前年同四半期比50.8％増）、営

業利益は25百万円（前年同四半期は２億77百万円の営業損失）、経常利益は15百万円（前年同四半期は２

億75百万円の経常損失）、四半期純利益は80百万円（前年同四半期は１億37百万円の四半期純損失）とな

りました。 

  

当第１四半期連結会計期間における事業の部門別状況は次の通りであります。 

なお、当第１四半期連結会計期間から事業部門を変更したため、前年同四半期比較にあたっては前第１四

半期連結会計期間分を変更後の区分に組替えて行っております。 

  

ファインコーティング部門 

タッチパネル用ハードコートフィルムは東アジア市場における春節休暇明けの需要回復が予測よりも遅れ

た影響があったものの全体ではほぼ順調に推移いたしました。携帯電話向けアイコンシート用フィルムは

主力ユーザーにおける新機種立ち上がり遅れ、電子部品加工用セパレートフィルムは主力販売先である日

系メーカーの海外市場におけるシェアダウンがあったものの、共に昨年実績を上回りました。その結果、

売上高は６億38百万円（前年同四半期比117.9％増）となりました。 

  

カスタムコーティング部門 

光学関連フィルム等の受託加工は主要販売先への売上が予測を下回ったものの、試作案件が新たに複数立

ち上がったほか、主要販売先以外で量産化に向けての取組みが進展したことなどにより好調に推移いたし

ました。その結果、売上高は１億74百万円（前年同四半期比36.4％増）となりました。 

  

 

印刷材料部門 

炊飯器、電子レンジ、洗濯機など家電製品のシートスイッチ用途やスロットなどアミューズメント用途に

使用される工業印刷用フィルムが好調に推移したほか、携帯電話やノートパソコンの筐体に使用される易

成型フィルムが主に中国市場で売上を伸ばしました。飲料自販機関連に使用される高機能リサイクルフィ

ルムはほぼ予測通りに推移いたしました。その結果、売上高は４億62百万円（前年同四半期比37.5％増）

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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材料加工部門 

ハイブリッド自動車用ＰＥＮフィルムが好調に推移したほか、エアコンモーター用絶縁フィルムが国内、

海外ともに予測を上回りました。 飲料自動販売機ディスプレイ製品は新規参入による競争激化及び販売

単価の落ち込みなどにより主力販売先への売上が減少しました。その結果、売上高は４億10百万円（前年

同四半期比13.8％増）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、81億45百万円となり前連結会計年度末に比べ２億93百万円増加

しました。主な要因は受取手形及び売掛金が２億43百万円増加したことによるものです。負債は56億98百

万円となり、前連結会計年度末に比べ２億10百万円増加しました。主な要因としまして、支払手形及び買

掛金が３億16百万円減少したものの、短期借入金や長期借入金などの有利子負債が４億96百万円増加、賞

与引当金が31百万円増加したことによるものです。 

 また、純資産につきましては24億46百万円となり前連結会計年度末に比べ82百万円増加しました。主な

要因としまして、四半期純利益を80百万円計上したことによるものであります。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第１四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

末に比べて３百万円減少し、８億３百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は、４億76百万円（前年同四半期は３億84百万円の減少）となりました。

これは主に、減価償却費１億34百万円及び税金等調整前四半期純利益15百万円、賞与引当金の増加31百万

円による資金の増加があったこと、売上債権の増加２億38百万円及びたな卸資産の増加１億８百万円、仕

入債務の減少３億16百万円による資金の減少があったことによるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、19百万円（前年同四半期は29百万円の減少）となりました。これは主

に、定期預金の預入による支出11百万円による資金の減少があったことによるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により得られた資金は４億89百万円（前年同四半期は33百万の増加）となりました。これは、

短期・長期借入金の借入・返済の純額による収入４億89百万円による資金の増加があったことによるもの

です。 

  

平成22年２月18日に公表いたしました平成22年12月期の業績予想を修正いたしました。詳細につきまし

ては本日（平成22年５月14日）別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ

い。 

  

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
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該当事項はありません。 

  

１.たな卸資産の評価方法 
当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度

末の実地たな卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 
２.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して算定し
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：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 846,052 839,017

受取手形及び売掛金 2,037,936 1,794,926

商品及び製品 398,585 330,962

仕掛品 127,221 123,568

原材料及び貯蔵品 520,724 481,840

その他 198,868 151,126

貸倒引当金 △767 △641

流動資産合計 4,128,621 3,720,800

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,377,353 2,425,455

機械装置及び運搬具（純額） 1,043,108 1,119,058

工具、器具及び備品（純額） 76,376 73,778

土地 451,712 451,712

その他 2,385 208

有形固定資産合計 3,950,937 4,070,213

無形固定資産 25,766 27,300

投資その他の資産   

投資有価証券 2,760 2,760

その他 37,657 31,658

投資その他の資産合計 40,417 34,418

固定資産合計 4,017,121 4,131,932

資産合計 8,145,742 7,852,733

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,477,701 1,793,854

短期借入金 1,656,207 1,153,692

1年内返済予定の長期借入金 787,410 791,528

未払法人税等 5,780 9,806

賞与引当金 41,658 10,414

その他 200,645 211,632

流動負債合計 4,169,402 3,970,929

固定負債   

長期借入金 999,315 1,001,604

退職給付引当金 201,828 196,546

役員退職慰労引当金 317,238 313,704

その他 11,051 5,402

固定負債合計 1,529,432 1,517,257

負債合計 5,698,835 5,488,187
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,087,762 1,087,762

資本剰余金 1,335,793 1,335,793

利益剰余金 51,139 △29,415

自己株式 △22 △22

株主資本合計 2,474,672 2,394,116

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △27,765 △29,570

評価・換算差額等合計 △27,765 △29,570

純資産合計 2,446,906 2,364,546

負債純資産合計 8,145,742 7,852,733
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,117,431 1,685,476

売上原価 1,064,279 1,377,502

売上総利益 53,152 307,973

販売費及び一般管理費 331,086 282,076

営業利益又は営業損失（△） △277,933 25,896

営業外収益   

受取利息 186 322

助成金収入 － 2,351

工場設置奨励金 － 1,137

為替差益 11,971 －

その他 2,765 1,690

営業外収益合計 14,923 5,502

営業外費用   

支払利息 12,030 7,300

為替差損 － 7,234

その他 647 1,101

営業外費用合計 12,678 15,636

経常利益又は経常損失（△） △275,688 15,762

特別利益   

固定資産売却益 953 －

特別利益合計 953 －

特別損失   

固定資産除却損 336 399

特別損失合計 336 399

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（△）

△275,071 15,363

法人税、住民税及び事業税 3,645 3,446

法人税等調整額 △141,533 △68,638

法人税等合計 △137,887 △65,192

四半期純利益又は四半期純損失（△） △137,183 80,555
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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（△）

△275,071 15,363

減価償却費 175,212 134,180

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,043 31,243

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,478 126

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,812 5,281

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,306 3,534

受取利息及び受取配当金 △187 △322

支払利息 12,030 7,300

固定資産売却損益（△は益） △953 －

固定資産除却損 336 399

売上債権の増減額（△は増加） 288,150 △238,749

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,323 △108,229

仕入債務の増減額（△は減少） △546,662 △316,837

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,874 32,132

未払費用の増減額（△は減少） △13,927 △7,086

その他 △28,246 △22,663

小計 △370,852 △464,328

利息及び配当金の受取額 187 322

利息の支払額 △12,241 △7,336

法人税等の支払額 △1,282 △6,676

法人税等の還付額 － 1,434

営業活動によるキャッシュ・フロー △384,190 △476,584

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 △5,000 △11,000

有形固定資産の取得による支出 △26,362 △8,120

有形固定資産の売却による収入 1,386 －

その他 － 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,975 △19,108

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,150,000 1,796,295

短期借入金の返済による支出 △650,000 △1,300,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △228,720 △206,407

社債の償還による支出 △200,000 －

配当金の支払額 △37,309 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 33,970 489,888

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,890 1,832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △365,305 △3,972

現金及び現金同等物の期首残高 862,230 807,017

現金及び現金同等物の四半期末残高 496,925 803,045
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該当事項なし 

  

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

計期間 (自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

当連結グループは、主としてタッチパネル関連製品の専門メーカーとして、同一セグメントに属する

機能性フィルム等の製造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項は

ありません。 

  

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

 
(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 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の管理部門に係る費

用83,396千円であります。 

３ 「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」(１)に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し

ております。これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業損失が「日本」で4,728千円増加しており

ます。 

  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成22年1月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(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 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の管理部門に係る費

用109,528千円であります。 

  

(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】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

中国
(千円)

計(千円)
消去又は
全社 
(千円)

連結(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

895,057 222,374 1,117,431 ― 1,117,431

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

105,892 ― 105,892 (105,892) ―

計 1,000,949 222,374 1,223,324 (105,892) 1,117,431

営業利益又は営業損失（△） △202,276 7,320 △194,955 (82,978) △277,933

日本 
(千円)

中国
(千円)

計(千円)
消去又は
全社 
(千円)

連結(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,299,458 386,017 1,685,476 ― 1,685,476

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

248,571 192 248,763 (248,763) ―

計 1,548,029 386,209 1,934,239 (248,763) 1,685,476

営業利益 163,591 19,194 182,785 (156,888) 25,896
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前第１四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(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 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域……………韓国、台湾、シンガポール 

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。 

  

当第１四半期連結累計期間 (自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(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 

   その他の地域……………韓国、台湾、シンガポール 

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】

中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 233,106 92,112 325,219

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,117,431

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

20.86 8.24 29.10

中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 412,333 185,542 597,876

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 1,685,476

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.46 11.00 35.47

(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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該当事項はありません。 

  

  

  

  

6. その他の情報
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