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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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 ％

21年12月期第2四半期 64,932 ― 2,761 ― 2,974 ― △703 ―

20年12月期第2四半期 81,463 3.0 5,965 △7.7 6,171 △14.4 2,834 △26.0

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

21年12月期第2四半期 △2.72 ―

20年12月期第2四半期 10.86 ―

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

21年12月期第2四半期 158,157 111,307 61.6 381.95
20年12月期 172,464 113,048 57.6 380.98

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  97,420百万円 20年12月期  99,271百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00

21年12月期 ― 3.00

21年12月期 
（予想）

― 3.00 6.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 137,000 △15.8 7,600 △34.9 7,800 △29.5 1,500 △20.8 5.88



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・上記の業績予想には、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な変動要因により、上記数値と
異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。な
お、通期当期純利益の１株当たりの業績予想については、自己株式の取得の予定を考慮しておりません。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 263,992,598株 20年12月期  263,992,598株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  8,932,932株 20年12月期  3,419,815株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 258,214,955株 20年12月期第2四半期 261,021,733株



（１）当第２四半期連結累計期間の概況  

当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日までの６か月間）におけるわが国経済は、

景気の一部に持ち直しの動きが見られましたが、生産活動は依然として低調で本格的な景気回復には程遠く、厳し

い事業環境が続きました。 

このような状況のもとで当社グループは、あらゆる面からコスト削減を実施し、業務の効率化にも積極的に取り

組むなど収益の確保に努めてまいりましたが、需要の低迷による収益の減少を補うには至りませんでした。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は649億３千２百万円（前年同期比20.3%減収）、営業利益は27億

６千１百万円（前年同期比53.7%減益）、経常利益は29億７千４百万円（前年同期比51.8%減益）、四半期純利益

は、当年末に予定している塩素系有機溶剤の製造停止に伴う減損損失を計上したことにより、７億３百万円の損失

となりました。 

  

（２）セグメント別の業績 

①基礎化学品事業 

苛性ソーダおよび無機塩化物は、国内需要の減少により出荷が低迷し、減収となりました。 

塩素系有機溶剤は、国内需要の減少により大幅な減収となりました。 

液化塩化水素および銅製品は、電子材料分野における需要の落ち込みにより、大幅な減収となりました。 

工業用ガスは、需要の減少により大幅な減収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、216億９百万円（前年同期比19.8%減収）、営業利益は９億６千万円

（前年同期比63.9%減益）となりました。 

②アクリル製品事業 

アクリル酸エステルは、国内需要の減少による出荷低迷と販売価格の下落により、大幅な減収となりました。

アクリル系ポリマー、高分子凝集剤は、国内需要の落ち込みにより大幅な減収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、183億８千９百万円（前年同期比29.4%減収）、６千３百万円の営業

損失となりました。 

③機能製品事業 

接着剤は、一般用瞬間接着剤は堅調であったものの、主に国内向け工業用接着剤の出荷が低調に推移し、大幅

な減収となりました。 

光硬化型樹脂「アロニックス」は、４月以降、需要がほぼ回復しましたが、第１四半期の国内・国外における

需要減少の影響が大きく、減収となりました。 

開発製品は、シリコン系高純度ガスなど電子材料分野向け製品の需要回復が徐々に見られるものの、出荷減少

を補うには至らず、大幅な減収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、100億３千９百万円（前年同期比23.9%減収）、営業利益は12億８千

３百万円（前年同期比36.6%減益）となりました。 

④樹脂加工製品事業 

介護関連製品などライフサポート部門は堅調に推移しましたが、管工機材製品部門や合成樹脂コンパウンドな

どの成形材部門はともに需要の回復が見られず、減収となりました。一方、営業利益は、コスト削減の効果およ

び原料価格が落ち着きを取り戻したことなどにより、改善いたしました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、140億３千３百万円（前年同期比3.2%減収）、営業利益は７億５千

５百万円（前年同期比17.0%増益）となりました。 

⑤その他の事業 

新規製品の研究開発事業、設備等の建設および修繕事業、輸送事業などにより構成される当セグメントは、売

上高は８億６千万円（前年同期比11.8%増収）、２億７千３百万円の営業損失となりました。 

  

（１）資産、負債および純資産の状況  

総資産合計は、売上高の減少により「受取手形及び売掛金」などが減少しましたため、前連結会計年度末に比

べ143億７百万円、8.3％減少し、1,581億５千７百万円となりました。 

負債合計は、「支払手形及び買掛金」の減少および「短期借入金」「コマーシャルペーパー」の返済により、

前連結会計年度末に比べ125億６千５百万円、21.2％減少し、468億４千９百万円となりました。 

純資産合計は、配当の実施および自己株式の取得により、前連結会計年度末に比べ17億４千１百万円、1.5％減

少し、1,113億７百万円となり、自己資本比率は61.6％となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

（２）連結キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が減少しましたものの、売上債権およびたな

卸資産が減少したことに加え、法人税等の支払額が減少しましたため、前年同期に比べ収入が49億２千３百万円増

加し、132億９千９百万円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の返済がありましたため、前年同期に比べ支出が12億１千５百万

円減少し、31億６千６百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済に加え、自己株式の取得による支出が増加しましたた

め、前年同期に比べ支出が57億３千万円増加し、111億６千６百万円の支出となりました。 

以上の結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は88億６千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ

９億５千９百万円の減少となりました。 

  

平成21年５月25日に発表いたしました連結業績予想につきましては、平成21年７月30日発表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」において、業績予想の修正を行っております。 

一部製品の需要の回復が前回発表時の想定より早まっていることから、連結業績は平成21年５月25日発表値を上回

ると予想しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  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 

    法人税等の算定に関しては、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断に関しては、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、前連結会計年度末

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。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

   当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）およ

 び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適

 用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

   通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

  したが、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日公表分）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については

  収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

   この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は369百万円減少して 

  おります。 

   ③リース取引に関する会計基準等の適用 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

  ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日改正）および 

  「リース取引に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正）が平成

  20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期財務諸表から適用できることになったことに伴い、平成

  21年１月１日以降にリース取引開始となる契約からこれらの会計基準を準用し、通常の売買取引に係る方法に

  準じた会計処理によっております。 

   また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、リース期間を

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）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

（３）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



  耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

   なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

  常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

   これに伴う営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

   ④在外子会社等の収益および費用の換算基準の変更 

   在外子会社等の収益および費用については、従来、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算

  しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しており 

  ます。 

   この変更は、会計期間末近くに急激な為替変動があった場合に、期間損益に与える異常な影響を排除し、在

  外子会社等の業績をより適正に連結財務諸表に反映させるために行っております。  

   これに伴う連結損益計算書に与える影響は軽微であります。 

  

   （追加情報） 

     有形固定資産の耐用年数の変更 

   当社および一部の国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法 

  人税の改正を契機として見直しを行い、改正後の法人税法に基づく耐用年数に変更しております。 

   これに伴う営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,230 9,914

受取手形及び売掛金 41,060 49,058

たな卸資産 16,993 19,352

繰延税金資産 764 663

その他 1,189 2,009

貸倒引当金 △131 △141

流動資産合計 69,107 80,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,058 19,345

機械装置及び運搬具（純額） 20,285 22,681

工具、器具及び備品（純額） 2,596 2,868

土地 18,013 18,006

リース資産（純額） 90 60

建設仮勘定 1,938 2,223

有形固定資産合計 61,982 65,186

無形固定資産   

のれん 726 870

リース資産 14 16

その他 1,088 1,028

無形固定資産合計 1,829 1,915

投資その他の資産   

投資有価証券 15,000 13,434

長期貸付金 65 100

固定化債権 8,476 9,110

前払年金費用 1,427 1,219

繰延税金資産 2,518 2,676

その他 3,212 3,318

貸倒引当金 △5,462 △5,353

投資その他の資産合計 25,237 24,505

固定資産合計 89,049 91,607

資産合計 158,157 172,464



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,340 20,467

短期借入金 6,409 11,550

コマーシャル・ペーパー － 6,000

リース債務 30 20

未払法人税等 824 1,106

繰延税金負債 － 1

賞与引当金 556 183

その他の引当金 8 5

その他 7,621 7,340

流動負債合計 30,790 46,676

固定負債   

長期借入金 10,552 7,937

リース債務 79 60

繰延税金負債 1,214 1,167

退職給付引当金 579 655

役員退職慰労引当金 112 122

その他 3,522 2,795

固定負債合計 16,059 12,739

負債合計 46,849 59,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,886 20,886

資本剰余金 15,085 15,085

利益剰余金 62,158 63,904

自己株式 △2,166 △877

株主資本合計 95,964 98,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,046 1,047

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △590 △775

評価・換算差額等合計 1,456 272

少数株主持分 13,886 13,776

純資産合計 111,307 113,048

負債純資産合計 158,157 172,464



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 64,932

売上原価 48,478

売上総利益 16,453

販売費及び一般管理費 13,692

営業利益 2,761

営業外収益  

受取利息 72

受取配当金 186

持分法による投資利益 181

その他 281

営業外収益合計 722

営業外費用  

支払利息 149

遊休設備費 152

その他 208

営業外費用合計 509

経常利益 2,974

特別利益  

貸倒引当金戻入額 55

その他 5

特別利益合計 61

特別損失  

固定資産処分損 65

減損損失 2,431

貸倒引当金繰入額 203

特別損失合計 2,701

税金等調整前四半期純利益 334

法人税等 692

少数株主利益 345

四半期純損失（△） △703



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６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 334

減価償却費 4,468

減損損失 2,431

のれん償却額 144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 98

退職給付引当金の増減額（△は減少） △284

その他の引当金の増減額（△は減少） 366

受取利息及び受取配当金 △259

支払利息 149

為替差損益（△は益） △109

持分法による投資損益（△は益） △181

固定資産処分損益（△は益） 65

売上債権の増減額（△は増加） 8,091

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,449

仕入債務の増減額（△は減少） △5,197

その他 1,607

小計 14,175

利息及び配当金の受取額 709

利息の支払額 △162

法人税等の支払額 △1,423

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,299

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △270

有形固定資産の取得による支出 △3,207

固定化債権の増減額（△は増加） 634

その他 △322

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,166

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,131

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △6,000

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △419

自己株式の売却による収入 2

自己株式の取得による支出 △1,292

リース債務の返済による支出 △12

配当金の支払額 △1,042

少数株主への配当金の支払額 △271

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,166

現金及び現金同等物に係る換算差額 73



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △959

現金及び現金同等物の期首残高 9,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,866



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１  事業区分は製品の種類、事業の内容等により、「基礎化学品事業」、「アクリル製品事業」、「機能製品事

業」、「樹脂加工製品事業」、「その他の事業」に区分しております。 

       ２  各区分に属する主要な製品 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分は地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高の10％以上でありますセグ

メントが存在しないため、日本以外の全てのセグメントを「日本以外」として一括表記しております。 

       ２ 日本以外の区分に属する主な国または地域 

           日本以外  ：アメリカ、シンガポール、中国、台湾ほか 

  

  

  

（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〕

  
基礎化学品 
（百万円） 

アクリル
製品 

（百万円）

機能製品
（百万円）

樹脂加工
製品 

（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去または
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  21,609  18,389  10,039  14,033  860  64,932    －  64,932

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 99  108  205  25  2,759  3,198 ( )3,198     － 

  計  21,708  18,498  10,244  14,058  3,619  68,130 ( )3,198  64,932

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 960  △63  1,283  755  △273  2,662 99   2,761

事業区分 主要製品

基礎化学品事業 

  

苛性ソーダ、苛性カリ、液体塩素・塩酸などの無機塩化物、無機高純度品、 

塩素系有機溶剤、硫酸、工業用ガス等 

アクリル製品事業 

  

アクリル酸、アクリル酸エステル、アクリル系ポリマー、高分子凝集剤、 

建築・土木製品等 

機能製品事業 光硬化型樹脂、接着剤、無機機能材料、エレクトロニクス材料等 

樹脂加工製品事業 

  

下水道関連製品、電力・通信関連製品、介護関連製品、環境保全関連製品、 

エラストマーコンパウンド等 

その他の事業 企画開発品、不動産仲介等 

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円） 
日本以外
（百万円） 

計
 （百万円） 

消去または全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  60,140  4,792  64,932 －  64,932

(2）セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 550  1,253  1,803 ( ) 1,803 － 

計  60,690  6,045  66,735 ( ) 1,803  64,932

営業利益  2,610  245  2,855 ( ) 94  2,761



  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

アジア：シンガポール、中国、インド 

北米 ：アメリカ 

欧州 ：ポーランド、フランス、ドイツ 

３ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  自己株式の取得          

平成21年２月５日開催の取締役会決議に基づき、平成21年２月６日から平成21年６月30日の期間に市場買付

けにより、自己株式5,472千株、1,279百万円を取得いたしました。  

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,691  1,143  447  86  8,367

Ⅱ 連結売上高（百万円）          64,932

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 10.2  1.8  0.7  0.1  12.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

  

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  81,463

Ⅱ 売上原価 
  
 
  

60,293

売上総利益  21,170

Ⅲ 販売費及び一般管理費  15,204

営業利益  5,965

Ⅳ 営業外収益   

受取利息および配当金  334

持分法による投資利益  186

雑収入  312

計  833

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  162

雑支出  464

計  627

経常利益  6,171

Ⅵ 特別利益   

投資有価証券売却益  22

貸倒引当金取崩益   48

固定資産売却益  0

計  71

Ⅶ 特別損失   

固定資産処分損  193

貸倒引当金繰入額  346

投資有価証券評価損   13

減損損失   107

出資金評価損  10

計  671

税金等調整前四半期純利益  5,571

法人税、住民税および事業税  1,794

法人税等調整額  567

少数株主利益  375

中間純利益  2,834



  

        

（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  5,571

減価償却費  4,678

減損損失   107

のれん償却額   146

貸倒引当金の増加額  304

退職給付引当金の減少額 △406

その他引当金の増加額  350

受取利息および受取配当金  △334

支払利息  162

為替差損益   13

持分法による投資利益 △186

固定資産売却益  △0

投資有価証券売却益 △22

固定資産処分損  193

投資有価証券評価損  13

売上債権の減少額  711

たな卸資産の増加額 △1,516

仕入債務の増加額  423

未払費用の増加額   1,542

その他（資産、負債）の増減額  △363

小計  11,389

利息および配当金の受取額  853

利息の支払額 △134

法人税等の支払額 △3,732

営業活動によるキャッシュ・フロー  8,375

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金関係収支  △396

投資有価証券の取得による支出 △221

投資有価証券の売却による収入  175

有形固定資産の取得による支出  △3,366

有形固定資産の売却による収入   183

短期貸付金増減額  △551

長期貸付金の回収による収入  39

その他の投資活動による収支  △244

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,381

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金純増減額 △28

コマーシャルペーパーの純増減額 △6,000

長期借入による収入  3,000

長期借入金の返済による支出 △1,030

自己株式の売却による収入  27

自己株式取得による支出 △65

リース債務の返済による支出 △2

親会社による配当金の支払額 △1,042

少数株主への配当金の支払額 △294

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,436

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △64

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,506

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  9,710

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  8,203



  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日）  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
基礎化学品 
（百万円） 

アクリル
製品 

（百万円）

機能製品
（百万円）

樹脂加工
製品 

（百万円）

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去または
全社 

（百万円）

連結
（百万円）

 売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  26,960  26,042  13,187  14,502  770  81,463  －  81,463

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 119  263  221  33  3,721  4,358 (4,358)  －

  計  27,079  26,305  13,408  14,536  4,491  85,821 (4,358)  81,463

 営業費用  24,420  25,537  11,383  13,890  4,864  80,097 (4,599)  75,498

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 2,658  768  2,025  645  △373  5,724 241  5,965

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円） 
日本以外
（百万円） 

消去または全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高         

(1）外部顧客に対する売上高  75,358  6,104  －  81,463

(2）セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 840  1,982  (2,822)  －

計  76,199  8,086  (2,822)  81,463

営業費用   70,286  7,994  (2,782)  75,498

営業利益  5,912  92  (39)  5,965

〔海外売上高〕

  アジア 北米 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  8,793  1,493  1,082  235  11,606

Ⅱ 連結売上高（百万円）          81,463

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 10.8  1.8  1.3  0.3  14.2
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