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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 46,488 3.4 5,690 2.0 5,180 0.5 2,920 △0.9
22年3月期第2四半期 44,945 △16.8 5,578 81.3 5,154 124.4 2,947 126.7

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

23年3月期第2四半期 29.98 ―
22年3月期第2四半期 30.26 ―

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

23年3月期第2四半期 97,123 54,325 54.3 541.60
22年3月期 106,696 53,987 49.2 538.54

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  52,759百万円 22年3月期  52,461百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
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

22年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成22年11月1日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

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 90,500 0.5 10,000 △7.1 9,400 △6.1 5,500 △4.4 56.46

SOUMU
スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想のご利用にあたっての注意事項については、【添付資料】P.3 「1.当四半期の連結業績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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4 2.「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 23年3月期2Q 98,369,186株 22年3月期  98,369,186株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  955,632株 22年3月期  953,848株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 97,413,918株 22年3月期2Q 97,418,551株
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

・平成22年11月17日（水）・・機関投資家・アナリスト向け四半期決算説明会 

  

○添付資料の目次
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当第2四半期連結累計期間における経済環境は、中国をはじめとする新興国経済の好調さを背景に海

外向け輸出の増加やエコカー補助金などの政策効果に支えられ、足元までは比較的堅調に推移しまし

た。しかし、先行きについては、内外経済の減速や円高進行などを背景に製造業を中心に業績悪化が予

想され、特に液晶関連部材については、在庫調整期間の不透明さが懸念されます。 

このような状況のもと当社グループは、一層のスペシャリティ化の推進による製品構成の改善、適正

な売買価格スプレッドの確保、コスト削減の推進による収益の確保に努めてまいりました。その結果、

当第2四半期の連結業績につきましては、売上高は前年同期に比べ15億4千3百万円増加し、464億8千8百

万円（前年同期比3.4%増）となりました。営業利益は前年同期に比べ1億1千1百万円増加し、56億9千万

円（同2.0%増）となりました。経常利益は円高による為替差損の計上もありましたが、前年同期に比べ

2千6百万円増加し、51億8千万円（同0.5%増）となりました。しかし、特別損失として投資有価証券評

価損を計上した結果、四半期純利益は前年同期に比べ2千7百万円減少し、29億2千万円（同0.9%減）と

なりました。 

  

報告セグメント 

＜合成樹脂＞ 

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」では、全体的な市況の回復もありスペシャリティ分野で堅調に推移し

ましたが、汎用品分野の輸出数量の減少および円高の影響もあり、売上高は前年同期に比べ減少しまし

た。また、二次加工分野の機能フィルムでは、光学用途の「ＯＰＬフィルム」が液晶ディスプレイ市場

の在庫調整の影響を受け前年同期に比べ減少しました。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」では、食品包装用途を中心に欧米での需要は堅調に推移し、また中国を

はじめとするアジア地域で伸長した結果、売上高は前年同期に比べ増加しました。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマーでは、光学用途向

けの粘着剤をはじめとする情報電子分野の需要増により売上高は前年同期に比べ増加しました。 

以上の結果、合成樹脂の売上高は332億2千3百万円（前年同期比4.5%増）となりました。営業利益に

つきましては、「ＯＰＬフィルム」の販売数量減、原燃料価格の上昇に伴う変動費の増加および修繕費

をはじめとする固定費負担増ならびに在庫評価の洗替差損等はありましたが、液晶用部材を除く主要製

品の需要増により、前年同期に比べ2億7千6百万円増加し、56億7千9百万円（同5.1%増）となりまし

た。 

  

＜有機合成＞ 

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品および酢酸誘導体等のファインケミカル製品等を中核とする

有機合成では、需要の低迷により売上高は115億7千9百万円（前年同期比1.9%減）となりました。営業

利益につきましては、適正な売買価格スプレッドの確保に努めましたが、原燃料価格の高騰による原価

負担増が大きく、前年同期に比べ2億6千6百万円減少し、2千7百万円（同90.5%減）となりました。 

  

報告セグメントの売上高は448億3百万円（前年同期比2.8%増）となり、営業利益は57億7百万円（同

0.2%増）となりました。 

  

＜その他＞ 

設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等を主体とするその他の売上高は16億8千4百万円

（前年同期比25.6%増）となり、営業利益につきましては、前年同期に比べ1億1千3百万円増加し1億円

となりました。 

  

（注）前年同期比の数値は、報告セグメントの区分に従い、組み替えたものを使用しております。な

お、前年同期の数値は12ページの参考情報に記載しております。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第2四半期連結会計期間末の総資産は971億2千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ95億7千2百

万円減少しました。流動資産は499億1千3百万円となり、46億3千4百万円減少しました。主な要因は、

受取手形及び売掛金の減少（1,878百万円）、現金及び預金の減少（1,421百万円）等であります。固定

資産は472億1千万円となり、49億3千7百万円減少しました。主な要因は、減価償却費および在外子会社

の為替換算差による減少等であります。 

  

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は427億9千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ99億1千1

百万円減少しました。流動負債は247億3千8百万円となり、50億9百万円減少しました。主な要因は、短

期借入金の減少（2,762百万円）、支払手形及び買掛金の減少（1,572百万円）等によるものです。固定

負債は180億5千9百万円となり、49億2百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少（4,671百

万円）等によるものです。 

  

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は543億2千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億3千

8百万円増加しました。主な要因は、当四半期純利益（2,920百万円）の計上による増加、配当金の支払

（584百万円）による減少、為替換算調整勘定の減少（1,870百万円）等によるものです。 

  

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の49.2％から54.3％になりました。 

  

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より23億7千4

百万円減少し、94億3千3百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロ

ーの状況と主な内容は次のとおりです。  

  

税金等調整前四半期純利益44億6千6百万円、減価償却費32億5千2百万円、売上債権の減少20億3千万

円などの資金増加要因に対し、仕入債務の減少18億1千万円、法人税等の支払額16億6千8百万円などの

資金減少要因により、営業活動によるキャッシュ・フローは70億8千9百万円の収入となりました。前年

同期比では収入が23億7千8百万円減少しました。 

  

有形固定資産の取得による支出21億7千4百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは22億

8千6百万円の支出となりました。前年同期比では支出が4億1百万円増加しました。 

  

借入金の返済による支出62億7千5百万円、配当金の支払5億8千4百万円等により、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは69億6千3百万円の支出となりました。前年同期比では支出が3億8千3百万円増加し

ました。 

  

今後の当社グループを取り巻く事業環境は、国内外経済の下振れリスク、原燃料価格の上昇、円高に

よる外需収益の圧迫など先行きの不透明感が懸念されます。当社グループとして、これらの状況を踏ま

えて、引き続きスペシャリティ化の推進および適正な売買価格スプレッドの確保やコスト削減の推進に

よる収益力の強化を図ってまいります。 

なお、本日付で別途公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成23年3月

期（平成22年4月1日～平成23年3月31日）の通期の連結業績予想を修正しております。詳細につきまし

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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ては同資料をご覧ください。   

業績の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因に

よって異なる結果となる可能性があります。 

  

該当事項はありません。 

  

法人税等の納付税額の算定並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定に関して、加味する加減算項

目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判定に

関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、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、前連結会計年度決算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、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において

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。 

  

一部の連結子会社において、操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、

原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を繰延べております。 

  

①連結の範囲に関する事項の変更 

当第2四半期連結会計期間より、新たに設立した日之高（上海）商貿有限公司を連結の範囲に含

めております。 

  

ⅱ 変更後の連結子会社の数 13社 

  

②会計処理基準に関する事項の変更 

第1四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年3月10日）を適用しております。 

これによる、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①簡便な会計処理

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

②特有の会計処理

原価差異の繰延処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

ⅰ 連結の範囲の変更

ⅰ 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

  の適用

ⅱ 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用
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20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号 平成20年3月31日）を適用しております。 

これによる、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,486 9,908

受取手形及び売掛金 22,966 24,845

商品及び製品 12,079 12,479

仕掛品 348 362

原材料及び貯蔵品 2,909 2,945

その他 3,212 4,106

貸倒引当金 △89 △99

流動資産合計 49,913 54,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,447 9,545

機械装置及び運搬具（純額） 23,018 27,150

土地 4,327 4,327

建設仮勘定 1,790 1,749

その他（純額） 1,497 1,534

有形固定資産合計 40,082 44,307

無形固定資産   

のれん 282 390

その他 456 509

無形固定資産合計 739 900

投資その他の資産   

その他 6,599 7,129

貸倒引当金 △211 △189

投資その他の資産合計 6,388 6,940

固定資産合計 47,210 52,148

資産合計 97,123 106,696
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,493 14,065

短期借入金 4,556 7,318

未払法人税等 1,530 1,581

役員賞与引当金 － 73

賞与引当金 1,187 1,181

修繕引当金 540 350

その他 4,429 5,176

流動負債合計 24,738 29,747

固定負債   

長期借入金 10,721 15,392

退職給付引当金 5,471 5,605

役員退職慰労引当金 62 63

その他 1,804 1,901

固定負債合計 18,059 22,962

負債合計 42,798 52,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,989 17,989

資本剰余金 13,879 13,879

利益剰余金 22,968 20,632

自己株式 △193 △192

株主資本合計 54,644 52,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68 235

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 △1,951 △81

評価・換算差額等合計 △1,885 152

少数株主持分 1,566 1,525

純資産合計 54,325 53,987

負債純資産合計 97,123 106,696
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 44,945 46,488

売上原価 32,692 33,925

売上総利益 12,252 12,562

販売費及び一般管理費 6,674 6,871

営業利益 5,578 5,690

営業外収益   

受取利息 9 14

受取配当金 57 56

持分法による投資利益 － 40

受取賃貸料 66 61

その他 62 64

営業外収益合計 196 238

営業外費用   

支払利息 345 252

持分法による投資損失 109 －

為替差損 38 431

その他 127 64

営業外費用合計 620 748

経常利益 5,154 5,180

特別利益   

貸倒引当金戻入額 25 －

国庫補助金 107 －

その他 0 1

特別利益合計 133 1

特別損失   

固定資産処分損 66 164

投資有価証券評価損 15 546

その他 2 4

特別損失合計 84 715

税金等調整前四半期純利益 5,203 4,466

法人税、住民税及び事業税 365 1,669

法人税等調整額 1,707 △301

法人税等合計 2,073 1,367

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,098

少数株主利益 182 177

四半期純利益 2,947 2,920
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 5,203 4,466

減価償却費 3,199 3,252

のれん償却額 87 90

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25 12

賞与引当金の増減額（△は減少） 35 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 96 △133

為替差損益（△は益） △59 213

受取利息及び受取配当金 △66 △71

支払利息 345 252

持分法による投資損益（△は益） 109 △40

固定資産処分損益（△は益） 67 164

投資有価証券評価損益（△は益） － 546

売上債権の増減額（△は増加） △1,394 2,030

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,516 245

仕入債務の増減額（△は減少） 535 △1,810

その他債権債務の増減額 134 64

その他 △417 △345

小計 9,366 8,944

利息及び配当金の受取額 68 71

利息の支払額 △355 △257

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 388 △1,668

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,467 7,089

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,806 △2,174

有形固定資産の売却による収入 － 4

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

子会社株式の取得による支出 △30 －

貸付けによる支出 △53 △4

貸付金の回収による収入 30 23

その他投資資産の売却による収入 19 10

長期前払費用の取得による支出 △13 △18

差入保証金の回収による収入 22 2

その他 △51 △129

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,885 △2,286
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 786 －

短期借入金の返済による支出 △3,458 △685

長期借入れによる収入 1,772 －

長期借入金の返済による支出 △4,899 △5,589

配当金の支払額 △681 △584

少数株主への配当金の支払額 △96 △97

自己株式の取得による支出 △0 △1

その他 △1 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,579 △6,963

現金及び現金同等物に係る換算差額 97 △214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,101 △2,374

現金及び現金同等物の期首残高 8,689 11,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,791 9,433
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該当事項はありません。 

  

第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社は、本社に営業本部を置き、営業本部が取り扱う製品について国内および海外の包括的な戦略を

立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は製品別セグメントから構成されており、「合成樹脂」および「有機合成」の2つを報

告セグメントとしております。  

「合成樹脂」は基礎化学品を原料とした合成樹脂およびその加工品を生産・販売しており、「有機合

成」は主に基礎化学品、酢酸の派生製品およびその加工品を生産・販売しております。 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)   (単位：百万円) 

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２ セグメント利益の調整額△116百万円には、セグメント間取引消去△7百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社共通費用△109百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費および研究開発費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

（追加情報）

①報告セグメントの概要

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３合成樹脂 有機合成 計

売上高

 外部顧客への売上高 33,223 11,579 44,803 1,684 46,488 ─ 46,488

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

393 816 1,210 1,676 2,887 △2,887 ─

計 33,617 12,396 46,014 3,361 49,375 △2,887 46,488

セグメント利益 5,679 27 5,707 100 5,807 △116 5,690

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

（重要な負ののれんの発生益）
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前第2四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報の事業区分を、新セグメントに組み替える

と、以下のとおりになります。 

前第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)   (単位：百万円)    

 
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２ セグメント利益の調整額△105百万円には、セグメント間取引消去△1百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社共通費用△103百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費および研究開発費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

（参考情報）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３合成樹脂 有機合成 計

売上高

 外部顧客への売上高 31,797 11,806 43,604 1,341 44,945 ─ 44,945

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

302 690 992 990 1,982 △1,982 ─

計 32,099 12,496 44,596 2,331 46,927 △1,982 44,945

セグメント利益 
又は損失（△）

5,402 294 5,697 △12 5,684 △105 5,578

(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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当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) （単位：百万円） 

 
  

前第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) （単位：百万円） 

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

(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………アメリカ  

   欧州………ドイツ、イギリス 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

  

＜日本＞ 

日本における売上高につきましては、光学用途の「ＯＰＬフィルム」は、液晶ディスプレイ市場の

在庫調整の影響を受け、需要が減少しましたが、粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核

とするスペシャリティポリマーでは、光学用途向けの粘着剤をはじめとする情報電子分野の需要が増

加したこと等により、前年同期に比べ8億3千1百万円増の361億6千6百万円となりました。 

  

＜北米＞ 

北米における売上高につきましては、米国連結子会社の「ソアノール」販売が食品用途を中心に堅

調に推移したこと等により、前年同期に比べ6億7千7百万円増の50億5千7百万円となりました。 

  

＜欧州＞ 

欧州における売上高につきましては、英国連結子会社の「ソアノール」販売が食品用途を中心に堅

調に推移しましたが、為替換算差の影響等により、前年同期に比べ3千3百万円増の52億6千4百万円と

なりました。 

  

4. 補足情報

(1) 所在地別セグメント情報（参考）

日本 北米 欧州 計 消去又は全社 連結

売上高

外部顧客に対する売上高 36,166 5,057 5,264 46,488 ─ 46,488

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,514 59 62 1,635 (1,635) ─

計 37,680 5,117 5,326 48,124 (1,635) 46,488

営業利益 4,072 786 808 5,666 23 5,690

日本 北米 欧州 計 消去又は全社 連結

売上高

外部顧客に対する売上高 35,334 4,379 5,230 44,945 ─ 44,945

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,362 26 11 1,400 (1,400) ─

計 36,697 4,406 5,242 46,346 (1,400) 44,945

営業利益 4,343 763 391 5,498 80 5,578
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当第2四半期連結累計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日) （単位：百万円） 

 
  

前第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日) （単位：百万円） 

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

(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………アメリカ、カナダ  

   アジア……東南アジア、中国、韓国、台湾  

   欧州………ドイツ、イギリス  

  

当社は、平成22年4月22日開催の取締役会において、液晶分野における需要拡大に対応するため、光

学用ポリビニルアルコールフィルム（商品名「ＯＰＬフィルム」）生産設備増設計画を決議いたしまし

た。熊本工場（熊本県宇土市）において、投資予定額約60億円、2012年第1四半期に完工予定であり、

これにより同フィルムの生産能力は年間1,500万㎡増加する見込みであります。 

  

当社は、中国での当社グループのビジネス拡大を図るため、平成22年9月2日に中国・上海事務所を現

地法人化し、新たに日之高（上海）商貿有限公司（資本金583千米ドル）を設立いたしました。 

  

  

(2) 海外売上高（参考）

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 5,550 9,482 6,016 396 21,447

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ ─ ─ 46,488

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.9 20.4 12.9 0.8 46.1

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 5,002 10,579 6,477 360 22,419

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ ─ ─ 44,945

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.1 23.6 14.4 0.8 49.9

(3) 「ＯＰＬフィルム」生産設備の増設について

(4) 中国・上海での現地法人設立について
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