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1. 平成22年12月期第３四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年９月30日）

 (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３四半期 4,887 11.8 34 ― △25 ― 61 ―

21年12月期第３四半期 4,370 △12.6 △271 ― △276 ― △154 ―

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３四半期 16 52 ―

21年12月期第３四半期 △41 33 ―

 (2) 連結財政状態

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３四半期 7,802 2,383 30.5 638 89

21年12月期 7,852 2,364 30.1 633 76

(参考) 自己資本 22年12月期第３四半期 2,383百万円 21年12月期 2,364百万円

2. 配当の状況

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

21年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

22年12月期 ― 0 00 ―

22年12月期(予想) 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、通期は対前期増減率)

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 7,099 19.9 191 141 212 56 92
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(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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レビュー手続は終

了しました。 

  

・本資料に記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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「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「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期３Ｑ 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３Ｑ 38株 21年12月期 38株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期３Ｑ 3,730,962株 21年12月期３Ｑ 3,730,962株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向けを中心とした輸出の回復及び政府によ

る経済対策の効果で回復の兆しが見られるものの、株式相場の低迷や急激な円高の進展などにより、依

然として先行き不透明な状況で推移いたしました。  

 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、薄型テレビ、パソコン、タッチパネル搭載

のモバイル機器などが世界市場において大きく伸長していること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、当社グループはタッチパネル市場にて抵抗膜方式から静電容量

方式への切り替えが加速したため、 終セットメーカーにおける採用動向が不透明となり、在庫調整の

影響を受けました。国内におけるコーティング受託加工は順調に推移いたしました。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は48億87百万円（前年同四半期比11.8％増）、

営業利益は34百万円（前年同四半期は２億71百万円の営業損失）、経常損失は25百万円（前年同四半期

は２億76百万円の経常損失）、四半期純利益は61百万円（前年同四半期は１億54百万円の四半期純損

失）となりました。  

  

 当第３四半期連結累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、第１四半期累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３四半期

連結累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主力販売先に採用されていたアイコンシート用フィルムとＩ

ＴＯ用フィルムの販売が在庫調整の影響を受けました。電子部品加工用セパレートフィルムは国内の携

帯電話周辺用途が伸び悩んだものの、粘着離型用途及び回路周辺用途が大きく伸びました。その結果、

売上高は20億61百万円（前年同四半期比20.5％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ほぼ堅調に推移したほか、新規案件が量産化

に向けて好調に推移いたしました。その結果、売上高は６億60百万円（前年同四半期比7.5％増）とな

りました。  

  

 印刷材料部門  

 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中国市場においてシェアを落とした

ものの、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携帯電話キーシート等の周

辺部品に使用される工業印刷用フィルムはほぼ順調に推移しました。高機能リサイクルフィルムは、当

材料を使用する飲料自販機用ダミーの案件獲得が多かったため出荷量が予測を上回りました。その結

果、売上高は11億53百万円（前年同四半期比9.7％増）となりました。  

  

 材料加工部門  

 絶縁フィルムは海外において材料値上がりの影響を受けたものの、国内では汎用モーター、ハイブリ

ッド車などへの使用が堅調に推移しました。 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

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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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伸び悩みました。その結果、売上高は

10億11百万円（前年同四半期比1.5％増）となりました。  

  

（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の総資産は、78億２百万円となり前連結会計年度末に比べ50百万円減少

しました。主な要因は受取手形及び売掛金、たな卸資産など流動資産が３億47百万円増加したものの、

建物及び構築物や機械装置及び運搬具などの有形固定資産が３億97百万円減少したことによるもので

す。負債は54億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円減少しました。主な要因としまし

て、短期借入金や長期借入金などの有利子負債が５億１百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が

７億７百万円減少したことによるものです。  

 また、純資産につきましては23億83百万円となり前連結会計年度末に比べ19百万円増加しました。主

な要因としまして、四半期純利益を61百万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３四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１億46百万円減少し、６億60百万円となりました。  

  

 （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６億63百万円（前年同四半期は28百万円の使用）となりました。これ

は主に、減価償却費４億３百万円及び賞与引当金の増加47百万円、退職給付引当金の増加26百万円によ

る資金の増加があったこと、税金等調整前四半期純損失27百万円及び売上債権の増加２億72百万円、た

な卸資産の増加１億85百万円、仕入債務の減少６億84百万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22百万円（前年同四半期は79百万円の使用）となりました。これは主

に、有形固定資産の取得による支出19百万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５億53百万円（前年同四半期は１億73百万の使用）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５億53百万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８月５日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」における平成22年12月期

の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

(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３四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、第２四半期連結

会計期間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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円)

当第３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 697,931 839,017

受取手形及び売掛金 2,008,880 1,794,926

商品及び製品 422,174 330,962

仕掛品 104,915 123,568

原材料及び貯蔵品 569,219 481,840

その他 265,496 151,126

貸倒引当金 △775 △641

流動資産合計 4,067,841 3,720,800

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,273,750 2,425,455

機械装置及び運搬具（純額） 879,515 1,119,058

工具、器具及び備品（純額） 63,379 73,778

土地 451,712 451,712

その他 4,001 208

有形固定資産合計 3,672,359 4,070,213

無形固定資産 22,177 27,300

投資その他の資産   

投資有価証券 2,760 2,760

その他 37,197 31,658

投資その他の資産合計 39,957 34,418

固定資産合計 3,734,494 4,131,932

資産合計 7,802,336 7,852,733

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,085,981 1,793,854

短期借入金 2,084,466 1,153,692

1年内返済予定の長期借入金 696,018 791,528

未払法人税等 8,085 9,806

賞与引当金 58,252 10,414

その他 261,102 211,632

流動負債合計 4,193,908 3,970,929

固定負債   

長期借入金 668,113 1,001,604

退職給付引当金 223,163 196,546

役員退職慰労引当金 324,572 313,704

その他 8,878 5,402

固定負債合計 1,224,727 1,517,257

負債合計 5,418,635 5,488,187
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(単位：千円)

当第３四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 32,224 △29,415

自己株式 △22 △22

株主資本合計 2,455,756 2,394,116

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △72,055 △29,570

評価・換算差額等合計 △72,055 △29,570

純資産合計 2,383,700 2,364,546

負債純資産合計 7,802,336 7,852,733
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,370,860 4,887,056

売上原価 3,746,770 3,932,885

売上総利益 624,089 954,171

販売費及び一般管理費 895,139 919,724

営業利益又は営業損失（△） △271,049 34,446

営業外収益   

受取利息 1,464 1,002

助成金収入 20,777 2,801

工場設置奨励金 － 3,413

その他 11,586 3,360

営業外収益合計 33,828 10,578

営業外費用   

支払利息 33,182 32,136

為替差損 － 35,104

その他 5,642 3,316

営業外費用合計 38,824 70,557

経常損失（△） △276,046 △25,532

特別利益   

固定資産売却益 953 1,066

特別利益合計 953 1,066

特別損失   

固定資産売却損 － 1,530

固定資産除却損 584 1,997

特別損失合計 584 3,527

税金等調整前四半期純損失（△） △275,677 △27,992

法人税、住民税及び事業税 6,897 7,260

法人税等調整額 △128,344 △96,893

法人税等合計 △121,447 △89,632

四半期純利益又は四半期純損失（△） △154,230 61,639
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,775,120 1,414,784

売上原価 1,434,507 1,158,073

売上総利益 340,613 256,711

販売費及び一般管理費 268,680 286,504

営業利益又は営業損失（△） 71,932 △29,793

営業外収益   

受取利息 727 371

助成金収入 8,742 －

工場設置奨励金 － 1,138

その他 2,774 958

営業外収益合計 12,244 2,468

営業外費用   

支払利息 10,192 12,321

為替差損 13,601 15,254

その他 － 1,172

営業外費用合計 23,793 28,748

経常利益又は経常損失（△） 60,383 △56,073

特別利益   

固定資産売却益 － 11

特別利益合計 － 11

特別損失   

固定資産除却損 － 354

特別損失合計 － 354

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（△）

60,383 △56,416

法人税、住民税及び事業税 382 1,210

法人税等調整額 32,732 △8,834

法人税等合計 33,115 △7,624

四半期純利益又は四半期純損失（△） 27,268 △48,792
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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損失（△） △275,677 △27,992

減価償却費 527,181 403,560

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,914 47,838

貸倒引当金の増減額（△は減少） △586 134

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,129 26,616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,526 10,868

受取利息及び受取配当金 △1,465 △1,002

支払利息 33,182 32,136

固定資産売却損益（△は益） △953 463

固定資産除却損 584 1,852

売上債権の増減額（△は増加） △321,316 △272,467

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,431 △185,581

仕入債務の増減額（△は減少） 1,318 △684,320

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,468 △1,768

未払費用の増減額（△は減少） 9,048 15,562

その他 △42,413 9,165

小計 △103,425 △624,934

利息及び配当金の受取額 1,465 1,002

利息の支払額 △33,377 △32,136

法人税等の支払額 △6,820 △8,851

法人税等の還付額 114,045 1,901

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,113 △663,017

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 △23,000 △41,000

定期預金の払戻による収入 － 35,990

有形固定資産の取得による支出 △54,330 △19,907

有形固定資産の売却による収入 1,386 2,587

無形固定資産の取得による支出 △3,300 －

その他 150 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,093 △22,358

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 5,444,485 5,627,316

短期借入金の返済による支出 △4,747,424 △4,644,669

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 △633,320 △629,001

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 △173,568 553,646

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,446 △14,365

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △282,222 △146,096

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 580,008 660,921
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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21年１月１日 至 平成21年９月30日)及び当第３四半期連結累

計期間 (自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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３四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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 「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」２に記載のとおり、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6,126千円増加して

おります。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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360,424千円であります。 

  

(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

3,463,611 907,249 4,370,860 ― 4,370,860

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

446,216 ― 446,216 （446,216） ―

計 3,909,827 907,249 4,817,076 （446,216） 4,370,860

営業利益又は営業損失（△） △33,129 32,616 △513 （270,536） △271,049

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

3,772,706 1,114,350 4,887,056 ― 4,887,056

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

800,386 195 800,582 (800,582) ―

計 4,573,093 1,114,545 5,687,639 (800,582) 4,887,056

営業利益 389,922 53,582 443,505 (409,058) 34,446

－　10　－

東山フイルム㈱（4244）平成22年12月期　第３四半期決算短信



  

前第３四半期連結累計期間 (自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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。 

  

当第３四半期連結累計期間 (自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30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) 991,050 644,507 1,635,558

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,370,860

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

22.67 14.75 37.42

中国 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,194,243 537,299 1,731,543

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,887,056

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

24.44 10.99 35.43

(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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