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

23年3月期第3四半期 69,215 1.0 7,943 △1.4 7,220 △5.5 4,574 △0.3
22年3月期第3四半期 68,545 △12.7 8,053 101.9 7,643 309.0 4,587 340.3

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3四半期 46.96 ―
22年3月期第3四半期 47.09 ―

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3四半期 99,899 55,888 54.3 557.33
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3四半期  54,291百万円 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  無   

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3Q 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3Q  956,262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3Q 97,413,679株 22年3月期3Q 97,418,172株
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当第3四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とし

た輸出の増加や政策効果に支えられ、設備投資の緩やかな回復基調もみられるものの雇用情勢は依然と

して厳しく、政策効果の息切れや長引く円高の影響もあり、全体としては足踏み状態の中で推移しまし

た。夏場から秋口にかけては液晶関連部材の在庫調整が鮮明になるなど市場の先行きに懸念を与える材

料も出てきました。 

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3四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6億7千万円増加し、692億1千5百万円

（前年同期比1.0%増）となりました。営業利益は前年同期に比べ1億1千万円減少し、79億4千3百万円

（同1.4%減）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、前年同期に比べ4億2千2百

万円減少し、72億2千万円（同5.5%減）となりました。四半期純利益は前年同期に比べ1千3百万円減少

し、45億7千4百万円（同0.3%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493億3千8百万円（前年同期比2.1%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等はありましたが、液晶関連部材を除く主要製品の需要増により、前年同

期に比べ1億5千1百万円増加し、80億3千9百万円（同1.9%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174億3千5百万円（前年同期比3.1%減）となりました。営業

損益につきましては、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3億7千6百万円減

少し、3千2百万円の損失となりました。 

  

報告セグメントの売上高は667億7千4百万円（前年同期比0.7%増）となり、営業利益は80億6百万円

（同2.7%減）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24億4千1百万円

（前年同期比9.0%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1億2千8

百万円（同767.2%増）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11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3四半期連結会計期間末の総資産は、998億9千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ67億9千6

百万円減少しました。流動資産は521億8千9百万円となり、23億5千8百万円減少しました。主な要因

は、受取手形及び売掛金の減少（880百万円）、現金及び預金の減少（648百万円）等であります。固定

資産は477億1千万円となり、44億3千8百万円減少しました。主な要因は、減価償却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3四半期連結会計期間末の負債合計は440億1千万円となり、前連結会計年度末に比べ86億9千8百

万円減少しました。流動負債は262億3千3百万円となり、35億1千3百万円減少しました。主な要因は、

短期借入金の減少（3,155百万円）、未払法人税等の減少（695百万円）等によるものです。固定負債は

177億7千7百万円となり、51億8千4百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少（4,819百万

円）等によるものです。 

  

当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は558億8千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億1

百万円増加しました。主な要因は、四半期純利益（4,574百万円）の計上による増加、配当金の支払

（1,071百万円）による減少、為替換算調整勘定の減少（1,572百万円）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3四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8億9千9百

万円減少し、109億8百万円となりました。 

 当第3四半期連結会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70億9千万円、減価償却費49億7百万円、売上債権の減少10億7千3百万円な

どの資金増加要因に対し、法人税等の支払額25億5千7百万円などの資金減少要因により、営業キャッシ

ュ・フローは107億6千4百万円の収入となりました。前年同期比では収入が13億2千1百万円減少しまし

た。 

  

固定資産の取得による支出30億1千6百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは30億3千8

百万円の支出となりました。前年同期比では支出が9百万円減少しました。 

  

借入金返済による支出70億8千5百万円、配当金の支払10億7千1百万円等により、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは82億9千3百万円の支出となりました。前年同期比では支出が5億4千3百万円増加しま

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。 

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。 

(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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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 

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。 

また、当第3四半期連結会計期間より、新たに設立したNIPPON GOHSEI (THAILAND) CO., LTD.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 14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

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。

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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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 9,260 9,908

受取手形及び売掛金 23,964 24,845

商品及び製品 12,195 12,479

仕掛品 486 362

原材料及び貯蔵品 2,856 2,945

その他 3,517 4,106

貸倒引当金 △90 △99

流動資産合計 52,189 54,548

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,378 9,545

機械装置及び運搬具（純額） 23,602 27,150

土地 4,327 4,327

建設仮勘定 1,553 1,749

その他（純額） 1,499 1,534

有形固定資産合計 40,360 44,307

無形固定資産

のれん 219 390

その他 428 509

無形固定資産合計 648 900

投資その他の資産

その他 6,911 7,129

貸倒引当金 △209 △189

投資その他の資産合計 6,701 6,940

固定資産合計 47,710 52,148

資産合計 99,899 106,696
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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 14,822 14,065

短期借入金 4,163 7,318

未払法人税等 885 1,581

役員賞与引当金 － 73

賞与引当金 725 1,181

修繕引当金 636 350

その他 5,000 5,176

流動負債合計 26,233 29,747

固定負債

長期借入金 10,573 15,392

退職給付引当金 5,426 5,605

役員退職慰労引当金 67 63

その他 1,709 1,901

固定負債合計 17,777 22,962

負債合計 44,010 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 24,135 20,632

自己株式 △193 △192

株主資本合計 55,810 52,309

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 136 235

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 △1,654 △81

評価・換算差額等合計 △1,519 152

少数株主持分 1,597 1,525

純資産合計 55,888 53,987

負債純資産合計 99,899 106,696
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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 68,545 69,215

売上原価 50,333 51,042

売上総利益 18,212 18,172

販売費及び一般管理費 10,158 10,229

営業利益 8,053 7,943

営業外収益

受取利息 12 22

受取配当金 81 76

持分法による投資利益 － 36

受取賃貸料 103 92

その他 77 82

営業外収益合計 275 310

営業外費用

支払利息 466 323

持分法による投資損失 100 －

為替差損 21 623

その他 97 86

営業外費用合計 686 1,032

経常利益 7,643 7,220

特別利益

投資有価証券売却益 － 4

関係会社株式売却益 4 －

貸倒引当金戻入額 15 －

国庫補助金 107 96

その他 0 0

特別利益合計 127 101

特別損失

固定資産処分損 128 227

投資有価証券評価損 0 1

その他 5 3

特別損失合計 134 232

税金等調整前四半期純利益 7,636 7,090

法人税、住民税及び事業税 1,005 2,037

法人税等調整額 1,749 155

法人税等合計 2,754 2,193

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,896

少数株主利益 294 322

四半期純利益 4,587 4,574
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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)

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 7,636 7,090

減価償却費 4,999 4,907

のれん償却額 127 134

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △529 △455

退職給付引当金の増減額（△は減少） 189 △178

為替差損益（△は益） △67 339

受取利息及び受取配当金 △94 △99

支払利息 466 323

持分法による投資損益（△は益） 100 △36

固定資産処分損益（△は益） 129 227

売上債権の増減額（△は増加） △5,312 1,073

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,508 △43

仕入債務の増減額（△は減少） 692 488

その他債権債務の増減額 1,028 250

その他 △400 △474

小計 12,460 13,557

利息及び配当金の受取額 95 99

利息の支払額 △456 △333

法人税等の支払額 △13 △2,557

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,085 10,764

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △3,000 △3,016

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 △2 △1

子会社株式の取得による支出 △41 －

関係会社株式の売却による収入 10 －

貸付けによる支出 △54 △4

貸付金の回収による収入 54 32

その他投資資産の売却による収入 24 14

長期前払費用の取得による支出 △15 △19

差入保証金の回収による収入 32 3

その他 △54 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,048 △3,038
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（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)

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 884 －

短期借入金の返済による支出 △3,868 △1,163

長期借入れによる収入 1,793 －

長期借入金の返済による支出 △5,346 △5,921

配当金の支払額 △1,071 △1,071

少数株主への配当金の支払額 △137 △127

自己株式の取得による支出 △1 △1

その他 △3 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,749 △8,293

現金及び現金同等物に係る換算差額 17 △332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,304 △899

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 9,994 10,908
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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)   (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△192百万円には、セグメント間取引消去△20百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社共通費用△172百万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 49,338 17,435 66,774 2,441 69,215 ─ 69,215

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

622 1,305 1,928 2,422 4,350 △4,350 ─

計 49,961 18,741 68,702 4,863 73,566 △4,350 69,215

セグメント利益 
又は損失（△）

8,039 △32 8,006 128 8,135 △192 7,943

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3四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)   (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△192百万円には、セグメント間取引消去△32百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社共通費用△159百万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 48,313 17,993 66,306 2,239 68,545 ─ 68,545

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

477 1,072 1,550 1,764 3,314 △3,314 ─

計 48,790 19,065 67,856 4,003 71,860 △3,314 68,545

セグメント利益 7,887 343 8,231 14 8,246 △192 8,053

(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) （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) （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増に

より、前年同期に比べ3億1千3百万円増の540億8千1百万円となりました。 

  

＜北米＞ 

北米における売上高につきましては、円高による為替換算差の影響はありましたが、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5億7千9

百万円増の74億3千4百万円となりました。 

  

＜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、円高による為替換算差の影響等により、前年同期に比べ2億2千2百万円減の77

億円となりました。 

  

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 54,081 7,434 7,700 69,215 ─ 69,215

セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,158 91 171 2,421 (2,421) ─

計 56,239 7,525 7,871 71,637 (2,421) 69,215

営業利益 5,264 1,421 1,261 7,946 (3) 7,943

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 53,767 6,854 7,922 68,545 ─ 68,545

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,964 79 28 2,072 (2,072) ─

計 55,732 6,934 7,951 70,617 (2,072) 68,545

営業利益 5,954 1,258 756 7,969 84 8,053
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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) （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) （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。 

  

当社は、インドを含む東南アジア地域での当社グループのビジネス拡大を図るため、平成22年10月20

日に、新たにNIPPON GOHSEI (THAILAND) CO., LTD.（資本金20,000千バーツ）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 8,137 13,984 8,637 600 31,359

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ ─ ─ 69,215

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.8 20.2 12.5 0.8 45.3

北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高 7,711 15,114 9,660 540 33,027

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ ─ ─ 68,545

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.2 22.1 14.1 0.8 48.2

(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

(5) タイ・バンコクでの現地法人設立について
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