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

23年12月期第３四半期 5,306 8.5 436 1,166.6 438 ― 416 575.4

22年12月期第３四半期 4,887 11.8 34 ― △25 ― 61 ―

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３四半期 111 59 ―

22年12月期第３四半期 16 52 ―

 (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３四半期 7,764 2,867 36.9 768 65

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３四半期 2,867百万円 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 ― 0 00 ―

23年12月期(予想) 0 00 0 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 7,080 4.1 473 164.2 467 315.5 467 219.8 125 36
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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「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 ： 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３Ｑ 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３Ｑ 187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３Ｑ 3,730,872株 22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、東日本大震災による深刻な影響を受けたものの、

生産や輸出において復興に伴う緩やかな回復傾向がみられました。しかしながらその後の復興政策の遅

滞や、米国の景気低迷、欧州の財政問題による円高・株安の進行等の影響により、国内外ともに景気下

振れリスクが強まっております。 

 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、世界的な経済環境が悪化する中でもスマー

トフォンやタブレットＰＣ向けのフィルムが比較的堅調に推移しておりますが、既存の携帯電話やパソ

コン、薄型テレビ等向けはやや弱含みに推移しております。 

 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からのコーティング受託加工

などが好調に推移したほか、タッチパネル用ハードコートフィルムや粘着離型用フィルムなどが携帯電

話・スマートフォン市場を中心に好調に推移しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は53億６百万円（前年同四半期比8.5％増）、

営業利益は４億36百万円（前年同四半期比1,166.6％増）、経常利益は４億38百万円（前年同四半期は

25百万円の経常損失）、四半期純利益は４億16百万円（前年同四半期比575.4％増）となりました。 

  

当第３四半期連結累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主にスマートフォンのタッチパネルに使用される静電容量方

式用フィルムに加え、従来の抵抗膜方式用フィルムも売上を伸ばしました。電子部品加工用セパレート

フィルムは光学用を中心とした粘着離型用途が好調に推移しました。その結果、売上高は24億68百万円

（前年同四半期比19.7％増）となりました。 

  

カスタムコーティング部門 

 主に光学関連フィルム分野における大手素材メーカー各社からの受託加工が好調に推移いたしまし

た。その結果、売上高は９億31百万円（前年同四半期比41.0％増）となりました。 

  

印刷材料部門 

 炊飯器、空気清浄機など家電製品のシートスイッチ用途に使用される工業印刷用フィルムは堅調に推

移しました。しかしながら、スマートフォンの伸びに伴い携帯電話キーシート等の周辺部品用途が減少

したほか、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９億73百万円（前年同四半期比

15.5％減）となりました。 

  

材料加工部門 

 エアコン、給湯器、ハイブリッド車などに使用される絶縁フィルムは国内市場においては好調に推移

したものの、海外市場では昨年を下回る結果となりました。 飲料自動販売機ディスプレイ製品は新規

参入による競争激化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９億32百万円

（前年同四半期比7.8％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３四半期連結会計期間末の総資産は、77億64百万円となり前連結会計年度末に比べ１億42百万円

減少しました。主な要因は現金及び預金、受取手形及び売掛金、たな卸資産など流動資産が１億34百万

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有形固定資産が２億79百万円減少したこ

とによるものです。負債は48億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億48百万円減少しました。

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の減少１億59百万円及び役員退職慰労

引当金の減少２億65百万円によるものです。 

 また、純資産につきましては28億67百万円となり前連結会計年度末に比べ４億５百万円増加しまし

た。主な要因としまして、四半期純利益を４億16百万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２億16百万円増加し、８億80百万円となりました。 

  

（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、４億63百万円（前年同四半期は６億63百万円の使用）となりまし

た。これは主に、役員退職慰労引当金の減少２億65百万円及びたな卸資産の増加１億92百万円、仕入債

務の減少１億42百万円による資金の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益３億99百万円及び

減価償却費３億34百万円、売上債権の減少２億55百万円、賞与引当金の増加46百万円、退職給付引当金

の増加24百万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、77百万円（前年同四半期は22百万円の使用）となりました。これは

主に、有形固定資産の売却による収入３百万円による資金の増加があったものの、有形固定資産、無形

固定資産の取得による支出82百万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） 

 財務活動により使用した資金は１億60百万円（前年同四半期は５億53百万円の獲得）となりました。

これは主に短期借入金や長期借入金などの有利子負債の支払による支出１億45百万円による資金の減少

があったことによるものです。 

  

平成23年８月８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23年12月期

の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。 

  

 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

    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３四半期連結会計期間末
(平成23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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 930,749 715,465

受取手形及び売掛金 1,997,829 2,262,818

商品及び製品 418,286 296,623

仕掛品 126,719 147,539

原材料及び貯蔵品 624,047 538,519

その他 198,644 198,156

貸倒引当金 △912 △900

流動資産合計 4,295,362 4,158,222

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,108,803 2,224,410

機械装置及び運搬具（純額） 776,134 954,149

工具、器具及び備品（純額） 59,300 57,589

土地 451,712 451,712

その他 13,921 1,416

有形固定資産合計 3,409,873 3,689,278

無形固定資産 22,585 21,046

投資その他の資産   

投資有価証券 2,760 2,760

その他 34,249 36,067

投資その他の資産合計 37,009 38,827

固定資産合計 3,469,467 3,749,153

資産合計 7,764,830 7,907,375

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,311,570 1,457,937

短期借入金 2,092,035 1,733,657

1年内返済予定の長期借入金 422,613 648,302

未払法人税等 2,669 23,523

賞与引当金 61,285 14,463

その他 333,324 343,034

流動負債合計 4,223,498 4,220,918

固定負債   

長期借入金 230,690 523,332

退職給付引当金 258,131 233,355

役員退職慰労引当金 61,852 327,143

その他 122,952 140,480

固定負債合計 673,627 1,224,311

負債合計 4,897,125 5,445,229
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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 533,196 116,841

自己株式 △123 △56

株主資本合計 2,956,628 2,540,340

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △88,923 △78,194

評価・換算差額等合計 △88,923 △78,194

純資産合計 2,867,704 2,462,145

負債純資産合計 7,764,830 7,907,375
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,887,056 5,306,033

売上原価 3,932,885 4,111,273

売上総利益 954,171 1,194,760

販売費及び一般管理費 919,724 758,449

営業利益 34,446 436,310

営業外収益   

受取利息 1,002 3,912

為替差益 － 15,102

助成金収入 2,801 －

工場設置奨励金 3,413 －

その他 3,360 15,596

営業外収益合計 10,578 34,610

営業外費用   

支払利息 32,136 24,163

為替差損 35,104 －

その他 3,316 8,408

営業外費用合計 70,557 32,572

経常利益又は経常損失（△） △25,532 438,348

特別利益   

固定資産売却益 1,066 712

特別利益合計 1,066 712

特別損失   

固定資産売却損 1,530 3,126

固定資産除却損 1,997 13,668

役員退職慰労金 － 10,000

TOB関連費用 － 12,864

特別損失合計 3,527 39,659

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（△）

△27,992 399,400

法人税、住民税及び事業税 7,260 12,558

法人税等還付税額 － △9,628

法人税等調整額 △96,893 △19,884

法人税等合計 △89,632 △16,954

少数株主損益調整前四半期純利益 － 416,355

四半期純利益 61,639 416,355
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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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,414,784 1,850,021

売上原価 1,158,073 1,433,476

売上総利益 256,711 416,544

販売費及び一般管理費 286,504 259,047

営業利益又は営業損失（△） △29,793 157,497

営業外収益   

受取利息 371 1,940

工場設置奨励金 1,138 －

スクラップ売却益 － 3,902

販売協力金 － 3,700

その他 958 1,439

営業外収益合計 2,468 10,982

営業外費用   

支払利息 12,321 7,707

為替差損 15,254 －

その他 1,172 4,217

営業外費用合計 28,748 11,925

経常利益又は経常損失（△） △56,073 156,554

特別利益   

固定資産売却益 11 －

特別利益合計 11 －

特別損失   

固定資産売却損 － 27

固定資産除却損 354 88

TOB関連費用 － 12,864

特別損失合計 354 12,979

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（△）

△56,416 143,574

法人税、住民税及び事業税 1,210 2,816

法人税等還付税額 － △9,628

法人税等調整額 △8,834 28,208

法人税等合計 △7,624 21,395

少数株主損益調整前四半期純利益 － 122,179

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48,792 122,179
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△27,992 399,400

減価償却費 403,560 334,976

賞与引当金の増減額（△は減少） 47,838 46,821

貸倒引当金の増減額（△は減少） 134 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,616 24,776

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,868 △265,290

受取利息及び受取配当金 △1,002 △3,912

支払利息 32,136 24,163

固定資産売却損益（△は益） 463 2,414

固定資産除却損 1,852 7,224

売上債権の増減額（△は増加） △272,467 255,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △185,581 △192,158

仕入債務の増減額（△は減少） △684,320 △142,784

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,768 11,687

未払費用の増減額（△は減少） 15,562 1,477

その他 9,165 15,569

小計 △624,934 520,010

利息及び配当金の受取額 1,002 3,912

利息の支払額 △32,136 △23,974

法人税等の支払額 △8,851 △36,571

法人税等の還付額 1,901 183

営業活動によるキャッシュ・フロー △663,017 463,559

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 △41,000 △96,010

定期預金の払戻による収入 35,990 97,018

有形固定資産の取得による支出 △19,907 △77,000

有形固定資産の売却による収入 2,587 3,939

無形固定資産の取得による支出 － △5,558

その他 △30 267

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,358 △77,344

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 5,627,316 6,600,000

短期借入金の返済による支出 △4,644,669 △6,227,401

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 △629,001 △518,331

その他 － △14,437

財務活動によるキャッシュ・フロー 553,646 △160,169

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,365 △9,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,096 216,291

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 660,921 880,749
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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。 

  

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。 

  

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。 

(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

3,772,706 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

【海外売上高】

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

(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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