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1. 平成23年12月期第１四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年３月31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 ％

23年12月期第１四半期 1,757 4.2 151 483.7 152 865.1 183 128.1

22年12月期第１四半期 1,685 50.8 25 ― 15 ― 80 ―

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12月期第１四半期 49 25 ―

22年12月期第１四半期 21 59 ―

 (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

23年12月期第１四半期 8,131 2,658 32.6 712 53

22年12月期 7,907 2,462 31.1 659 93

(参考) 自己資本 23年12月期第１四半期 2,658百万円  22年12月期 2,462百万円

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

22年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

23年12月期 ―

23年12月期(予想) 0 00 ― 5 00 5 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 3,470 △0.1 148 130.6 129 325.0 146 32.3 39 17

通期 7,168 5.4 360 101.2 323 188.0 331 126.9 88 94
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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）３ページ「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「その他の情報」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 ： 有

 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) 23年12月期１Ｑ 3,731,000株 22年12月期 3,731,000株

② 期末自己株式数 23年12月期１Ｑ 117株 22年12月期 117株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期１Ｑ 3,730,883株 22年12月期１Ｑ 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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、各国政府の経済対策やアジア諸国を中心とした新興

国の経済成長を背景に、ゆるやかな景気回復と企業収益の改善がみられました。そのような中、平成23年

３月11日に東日本大震災が発生し、景気への影響が懸念される状況となりました。 

 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、急な在庫調整や技術革新による市場の急激な

変化が想定されるものの、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、当社グループは大手素材メーカー各社からのコーティング受託加

工が伸びたほか、タッチパネル用ハードコートフィルムなども好調に推移しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は17億57百万円（前年同四半期比4.2％増）、営

業利益は１億51百万円（前年同四半期比483.7％増）、経常利益は１億52百万円（前年同四半期比865.1％

増）、四半期純利益は１億83百万円（前年同四半期比128.1％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間におけるセグメント別の状況については、当社は単一セグメントであります

ので、その状況を部門別に示すと次のとおりであります。 

  

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抵抗膜方式向け製品から静電容量方式向け製品への切り替えの影

響を受けたものの、海外からの受注増により堅調に推移しました。電子部品加工用セパレートフィルムは

国内が堅調に推移したほか、光学用を中心とした粘着離型用途が好調に推移いたしました。その結果、売

上高は６億86百万円（前年同四半期比7.6％増）となりました。 

  

カスタムコーティング部門 

大手素材メーカー等からの受託加工が光学関連フィルム等を中心に好調に推移いたしました。その結果、

売上高は３億39百万円（前年同四半期比94.8％増）となりました 

  

印刷材料部門 

工業印刷用フィルムはスマートフォンの増加に伴い携帯電話キーシート等の周辺部品が低調だったもの

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商業印刷用途は堅調に推移しまし

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飲料用ダミー市場での採用が拡大し好調に

推移しました。しかしながら中国市場においてノートパソコンの筐体に使用される易成型フィルムや家電

製品向けの工業印刷用フィルムが大きくシェアを落としました。その結果、売上高は３億85百万円（前年

同四半期比16.7％減）となりました。 

  

材料加工部門 

絶縁材料は国内において海外向けエアコン用絶縁材料が好調に推移したほか、家電用途、自動車用途など

も堅調でした。一方で海外子会社は受注が回復傾向にあるものの昨年を下回る実績となりました。また

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３億46百万円（前年同四半期比15.6％減）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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（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、81億31百万円となり前連結会計年度末に比べ２億23百万円増加

しました。主な要因は建物及び構築物や機械装置及び運搬具など有形固定資産が87百万円減少したもの

の、受取手形及び売掛金、たな卸資産など流動資産が３億11百万円増加したことによるものです。負債は

54億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ27百万円増加しました。 

 また、純資産につきましては26億58百万円となり前連結会計年度末に比べ１億96百万円増加しました。

主な要因としまして、四半期純利益を１億83百万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２億78百万円増加し、９億42百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

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

これは主に、たな卸資産の増加１億63百万円、仕入債務の減少27百万円による資金の減少があったこと、

税金等調整前四半期純利益１億32百万円及び減価償却費１億10百万円、売上債権の減少２億38百万円によ

る資金の増加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、44百万円（前年同四半期は19百万円の減少）となりました。これは主

に、定期預金の預入・払戻による差引支出23百万円及び有形固定資産の取得による支出21百万円による資

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10百万円（前年同四半期は４億89百万の増加）となりました。これは主

に短期・長期借入金の借入・返済の純額による収入15百万円による資金の増加があったことによるもので

す。 

  

平成23年12月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、原材料等の調達や電力事

情をはじめとした東日本大震災による当社業績への影響額が現時点で不明であることや、今後の需要動向

などを注視していく必要があるため、現段階において、平成23年２月10日に公表いたしました平成23年12

月期の連結業績予想は変更しておりません。今後、連結業績予想に関して修正が必要となった場合には、

速やかにお知らせいたします。 

(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。 

  

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

  当第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。 

  これによる損益に与える与える影響はありません。 

  

  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１四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,016,826 715,465

受取手形及び売掛金 2,040,600 2,262,818

商品及び製品 359,322 296,623

仕掛品 117,767 147,539

原材料及び貯蔵品 675,733 538,519

その他 260,677 198,156

貸倒引当金 △886 △900

流動資産合計 4,470,042 4,158,222

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,178,165 2,224,410

機械装置及び運搬具（純額） 902,425 954,149

工具、器具及び備品（純額） 59,350 57,589

土地 451,712 451,712

その他 10,535 1,416

有形固定資産合計 3,602,189 3,689,278

無形固定資産 20,354 21,046

投資その他の資産   

投資有価証券 2,760 2,760

その他 35,660 36,067

投資その他の資産合計 38,420 38,827

固定資産合計 3,660,965 3,749,153

資産合計 8,131,007 7,907,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,434,856 1,457,937

短期借入金 1,944,538 1,733,657

1年内返済予定の長期借入金 589,914 648,302

未払法人税等 7,781 23,523

賞与引当金 57,854 14,463

その他 599,174 343,034

流動負債合計 4,634,120 4,220,918

固定負債   

長期借入金 403,941 523,332

退職給付引当金 243,207 233,355

役員退職慰労引当金 57,532 327,143

その他 133,825 140,480

固定負債合計 838,506 1,224,311

負債合計 5,472,627 5,445,229
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成23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22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 300,590 116,841

自己株式 △56 △56

株主資本合計 2,724,089 2,540,340

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △65,708 △78,194

評価・換算差額等合計 △65,708 △78,194

純資産合計 2,658,380 2,462,145

負債純資産合計 8,131,007 7,907,375
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,685,476 1,757,632

売上原価 1,377,502 1,352,267

売上総利益 307,973 405,364

販売費及び一般管理費 282,076 254,197

営業利益 25,896 151,166

営業外収益   

受取利息 322 517

助成金収入 2,351 －

工場設置奨励金 1,137 －

為替差益 － 8,990

その他 1,690 4,585

営業外収益合計 5,502 14,094

営業外費用   

支払利息 7,300 8,535

為替差損 7,234 －

リース解約損 － 2,673

その他 1,101 1,921

営業外費用合計 15,636 13,130

経常利益 15,762 152,130

特別利益   

固定資産売却益 － 681

特別利益合計 － 681

特別損失   

固定資産除却損 399 10,094

役員退職慰労金 － 10,000

特別損失合計 399 20,094

税金等調整前四半期純利益 15,363 132,717

法人税、住民税及び事業税 3,446 4,673

法人税等調整額 △68,638 △55,703

法人税等合計 △65,192 △51,030

少数株主損益調整前四半期純利益 － 183,748

四半期純利益 80,555 183,748
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 15,363 132,717

減価償却費 134,180 110,739

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,243 43,391

貸倒引当金の増減額（△は減少） 126 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,281 9,851

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,534 2,429

受取利息及び受取配当金 △322 △517

支払利息 7,300 8,535

固定資産売却損益（△は益） － △681

固定資産除却損 399 7,149

売上債権の増減額（△は増加） △238,749 238,905

たな卸資産の増減額（△は増加） △108,229 △163,988

仕入債務の増減額（△は減少） △316,837 △27,783

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,132 △3,433

未払費用の増減額（△は減少） △7,086 △6,297

その他 △22,663 △21,012

小計 △464,328 329,991

利息及び配当金の受取額 322 517

利息の支払額 △7,336 △8,521

法人税等の支払額 △6,676 △17,592

法人税等の還付額 1,434 14

営業活動によるキャッシュ・フロー △476,584 304,409

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 △11,000 △35,010

定期預金の払戻による収入 － 12,000

有形固定資産の取得による支出 △8,120 △21,741

有形固定資産の売却による収入 － 900

その他 11 △200

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,108 △44,052

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 1,796,295 2,100,000

短期借入金の返済による支出 △1,300,000 △1,906,838

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 △206,407 △177,779

その他 － △4,789

財務活動によるキャッシュ・フロー 489,888 10,592

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,832 7,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,972 278,350

現金及び現金同等物の期首残高 807,017 664,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 803,045 942,808
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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。 

  

前第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。 

  

(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

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

【海外売上高】

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
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当第１四半期連結累計期間 (自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日) 

当連結グループは、機能性フィルム等の製造、加工、販売を行っており、単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。 

  

当第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。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(追加情報)

(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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