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業績の概況 

当社グループでは、第１四半期より営業体制の強化を図り、ワールドワイドで既存製品の拡販活

動、東アジア地域への販売力向上などに取り組んでまいりました。また、グループを挙げての経費削

減も継続し、経営の効率化を推進しています。 

主力製品であるハードコートフィルムの販売は、３四半期連続で過去 高の売上を更新するなど好

調に推移しました。利益面では経費削減効果に加え、タッチパネル用ハードコートフィルムにおい

て、高付加価値品の販売が増加したことにより大幅な増益となりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高18,357百万円（前年同期比9.2%

増）、営業利益は1,175百万円（同244.4%増）、経常利益は1,069百万円（同199.2%増）、四半期純利

益は540百万円（同127.6%増）となりました。 

  

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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セグメント（事業区分）別の業績 

 第１四半期連結会計期間から、「セグメントの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）に基づくマネジメント・アプローチにより、報告セグメン

トを「日本」、「北米」、「東アジア」、「欧州」の４区分としています。また、セグメントごとの

業績の前年同期増減率及び営業利益又は営業損失の金額は前年同期の所在地別セグメント情報の金額

との比較を参考値として記載しています。 

※セグメントは、当社取締役会が定期的に経営成績を検討する事業グループの単位です。 

ハードコートフィルムは、従来品、高付加価値品ともに受注が増えたことで、売上が大幅に増加し

ました。その他、工程用粘着フィルム、ラベル用フィルムの売上が増加しました。その結果、当第３

四半期連結累計期間の売上高は16,371百万円（前年同期比12.0％増）、営業利益は1,216百万円（同

438.1％増）となりました。 

製版用フィルムの売上が増加したものの、ハードコートフィルムの売上が減少しました。その結

果、当第３四半期連結累計期間の売上高は1,327百万円（前年同期比13.4％減）、営業損失は３百万

円（前年同期の営業利益は81百万円）となりました。 

小型液晶向け拡散フィルム、フォトマスク用保護フィルムの他、工程用粘着フィルムの販売が伸び

売上が増加しましたが、POD（プリントオンデマンド）サービスの強化に伴う費用が増加しました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は383百万円（前年同期比68.5％増）、営業利益は49

百万円（同7.2％減）となりました。 

主力である中小型インクジェットプリンターの販売が伸びず売上が減少しました。その結果、当第

３四半期連結累計期間の売上高は275百万円（前年同期比36.7％減）、営業損失は102百万円（前年同

期の営業損失は51百万円）となりました。 

  

① 日本

② 北米

③ 東アジア

④ 欧州
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当第３四半期連結会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりです。なお、比較

増減額はすべて前連結会計年度末を基準としています。 

  

総資産は前連結会計年度末に比べ1,822百万円増加し、28,472百万円となりました。主な変動要因

は、現金及び預金の増加2,442百万円、受取手形及び売掛金の増加799百万円、有価証券の減少199百

万円、有形固定資産の減少799百万円、投資有価証券の減少263百万円です。 

  

負債は前連結会計年度末に比べ1,678百万円増加し、10,563百万円となりました。主な変動要因

は、支払手形及び買掛金の増加1,041百万円、未払法人税等の増加456百万円、長期借入金の減少235

百万円です。 

  

純資産は前連結会計年度末に比べ144百万円増加し、17,908百万円となりました。主な変動要因

は、利益剰余金の増加380百万円、その他有価証券評価差額金の減少40百万円、為替換算調整勘定の

減少195百万円です。これらの結果、自己資本比率は62.9％となりました。 

  

 平成22年10月28日に公表しました連結業績予想から変更はありません。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産

② 負債

③ 純資産

(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。 

  

記載すべき重要な事項はありません。 

税金費用の計算は、当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見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。 

  

 【会計処理基準に関する事項の変更】 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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）を適用しています。 

 これにより、第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は2百万円、税金等調整前四半期純

利益は5百万円それぞれ減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は5百万円です。 

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

 【簡便な会計処理】

 【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,159 4,717

受取手形及び売掛金 7,427 6,627

有価証券 300 499

商品及び製品 682 917

仕掛品 1,150 951

原材料及び貯蔵品 501 448

繰延税金資産 199 197

その他 183 240

貸倒引当金 △50 △67

流動資産合計 17,554 14,533

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,241 4,518

機械装置及び運搬具（純額） 1,936 2,416

その他（純額） 1,696 1,738

有形固定資産合計 7,874 8,673

無形固定資産   

その他 257 353

無形固定資産合計 257 353

投資その他の資産   

投資有価証券 1,730 1,994

その他 1,126 1,165

貸倒引当金 △70 △70

投資その他の資産合計 2,785 3,088

固定資産合計 10,917 12,116

資産合計 28,472 26,649
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,056 4,014

短期借入金 391 401

未払法人税等 526 69

賞与引当金 206 304

役員賞与引当金 4 －

その他 1,370 900

流動負債合計 7,555 5,691

固定負債   

社債 130 197

長期借入金 1,322 1,557

退職給付引当金 1,466 1,336

その他 89 101

固定負債合計 3,007 3,193

負債合計 10,563 8,885

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,274 3,274

資本剰余金 3,427 3,427

利益剰余金 12,003 11,622

自己株式 △313 △313

株主資本合計 18,391 18,010

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119 160

為替換算調整勘定 △602 △407

評価・換算差額等合計 △482 △246

純資産合計 17,908 17,763

負債純資産合計 28,472 26,649
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 16,810 18,357

売上原価 12,341 13,306

売上総利益 4,469 5,050

販売費及び一般管理費 4,127 3,874

営業利益 341 1,175

営業外収益   

受取利息 14 18

受取ロイヤリティー － 35

法人税等還付加算金 24 －

その他 53 87

営業外収益合計 92 141

営業外費用   

支払利息 26 27

為替差損 35 215

その他 14 4

営業外費用合計 76 248

経常利益 357 1,069

特別利益   

固定資産売却益 3 0

貸倒引当金戻入額 － 1

投資有価証券売却益 － 15

ゴルフ会員権売却益 － 20

補助金収入 100 117

子会社清算益 － 6

特別利益合計 103 160

特別損失   

固定資産売却損 1 0

固定資産廃棄損 16 7

投資有価証券売却損 － 2

投資有価証券評価損 － 139

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7

特別損失合計 17 157

税金等調整前四半期純利益 443 1,071

法人税等 205 531

少数株主損益調整前四半期純利益 － 540

四半期純利益 237 540
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注)１．上記金額には、消費税等は含まれていません。 

２．前第３四半期連結累計期間の売上高は所在地別セグメント情報の外部顧客に対する売上高を記載しています。 

３．当第３四半期連結累計期間の前年同四半期比は、前第３四半期の所在地別セグメント情報の外部顧客に対する売上高との比

較を参考として記載しています。 

  

(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

4. 補足情報

販売の状況

 事業区分

 前第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）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日）

売上高
（百万円）

前年同四半期
増減率（％）

売上高
（百万円）

前年同四半期
増減率（％）

 日       本 14,615 ─ 16,371 12.0

 北       米 1,533 ─ 1,327 △13.4

 東 ア ジ ア 227 ─ 383 68.5

 欧       州 434 ─ 275 △36.7

 合       計 16,810 ─ 18,357 9.2
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