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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 102,082 ― 6,712 ― 6,799 ― 1,262 ―

20年12月期第3四半期 124,917 4.3 9,224 △2.1 9,413 △6.1 4,422 △13.3

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

21年12月期第3四半期 4.92 ―

20年12月期第3四半期 16.95 ―

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3四半期 158,206 111,949 61.8 387.24
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3四半期  97,838百万円 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

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

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  有  
 

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 139,000 △14.5 9,400 △19.4 9,700 △12.3 2,300 21.4 9.10



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。 
・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3四半期 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3四半期  11,336,335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3四半期 256,645,461株 20年12月期第3四半期 260,992,012株



（１）当第３四半期連結累計期間の概況  

当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成21年９月30日まで）における当社グループの業績は、売

上高は1,020億８千２百万円（前年同期比18.3%減収）、営業利益は67億１千２百万円（前年同期比27.2%減益）、

経常利益は67億９千９百万円（前年同期比27.8%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の計上により12億６千２百万円（前年同期比71.4%減益）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、需要回復の兆しが見られるものの、前四半期までの出荷低迷の影響により

減収となりました。 

塩素系有機溶剤は、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、需要回復の兆しが見られるものの、前四半期までの出荷低迷により大幅な減

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、336億３千９百万円（前年同期比18.6%減収）、営業利益は25億４

千９百万円（前年同期比37.9%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、需要が底入れしたものの出荷の回復には至らず、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、需要の回復ペースが遅く、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、292億５千１百万円（前年同期比27.7%減収）、営業利益は５億１

千７百万円（前年同期比59.5%減益）となりました。 

③機能製品事業 

接着剤は、国内向け工業用接着剤の出荷が回復してきているものの当第２四半期までの減収を補えず、大幅

な減収となりました。 

光硬化型樹脂「アロニックス」は、需要が順調に回復しているものの、これまでの減収をカバーするには至

らず減収となりました。 

開発製品は、消臭剤やシリコン系高純度ガスの需要が回復しているものの、累計期間合計では大幅な減収と

なりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、167億５千万円（前年同期比15.5%減収）、営業利益は28億４千３

百万円（前年同期比10.0%減益）となりました。 

④樹脂加工製品事業 

介護・福祉関連製品を含むライフサポート部門は堅調であったものの、管工機材製品の需要が引き続き低調

に推移し、減収となりました。一方、営業利益は、原料価格が落ち着きを取り戻したことに加え、全面的なコ

ストの削減に努めました結果、増益となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、212億６千７百万円（前年同期比4.0%減収）、営業利益は12億１

千８百万円（前年同期比40.8%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11億７千３百万円（前年同期比0.1%減収）、４億８千７百万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142億５千８百万円、8.3％減少し、1,582億６百万円となりました。 

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131億５千８百万円、22.2％減少し、462億５千６百万円となりました。 

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10億９千９百万円、1.0％減

少し、1,119億４千９百万円となり、自己資本比率は61.8％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75億５千万円増加

し、173億２千８百万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９億９千８百万

円減少し、47億１千４百万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91億１千２百万円増加し、140億３千８百万円の支出となりました。 

以上の結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は84億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億

２千２百万円の減少となりました。 

  

  

平成21年７月30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10月29日発表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」において、通期業績予想の修正を行っております。 

製品需要の回復が前回発表時の想定に比べ順調に推移していることから、連結業績予想は前回発表を上回ると予想

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、または、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321百万円減少して 

  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指針」（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。 

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



   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

  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。  

   これに伴う四半期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３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,804 9,914

受取手形及び売掛金 43,525 49,058

たな卸資産 15,305 19,352

繰延税金資産 686 663

その他 1,714 2,009

貸倒引当金 △115 △141

流動資産合計 69,921 80,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,049 19,345

機械装置及び運搬具（純額） 19,833 22,681

工具、器具及び備品（純額） 2,523 2,868

土地 18,045 18,006

リース資産（純額） 210 60

建設仮勘定 1,639 2,223

有形固定資産合計 61,301 65,186

無形固定資産   

のれん 645 870

リース資産 13 16

その他 1,314 1,028

無形固定資産合計 1,974 1,915

投資その他の資産   

投資有価証券 15,138 13,434

長期貸付金 55 100

固定化債権 8,500 9,110

前払年金費用 1,535 1,219

繰延税金資産 2,509 2,676

その他 2,842 3,318

貸倒引当金 △5,573 △5,353

投資その他の資産合計 25,009 24,505

固定資産合計 88,285 91,607

資産合計 158,206 172,464



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,459 20,467

短期借入金 5,158 11,550

コマーシャル・ペーパー － 6,000

リース債務 63 20

未払法人税等 1,163 1,106

繰延税金負債 0 1

賞与引当金 856 183

その他の引当金 8 5

その他 6,580 7,340

流動負債合計 30,289 46,676

固定負債   

長期借入金 10,404 7,937

リース債務 170 60

繰延税金負債 1,158 1,167

退職給付引当金 590 655

役員退職慰労引当金 112 122

その他 3,529 2,795

固定負債合計 15,967 12,739

負債合計 46,256 59,415

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,886 20,886

資本剰余金 15,086 15,085

利益剰余金 63,360 63,904

自己株式 △2,826 △877

株主資本合計 96,506 98,999

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,135 1,047

繰延ヘッジ損益 0 0

為替換算調整勘定 △803 △775

評価・換算差額等合計 1,331 272

少数株主持分 14,111 13,776

純資産合計 111,949 113,048

負債純資産合計 158,206 172,464



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 102,082

売上原価 74,924

売上総利益 27,158

販売費及び一般管理費 20,446

営業利益 6,712

営業外収益  

受取利息 100

受取配当金 204

持分法による投資利益 224

その他 337

営業外収益合計 866

営業外費用  

支払利息 193

為替差損 94

遊休設備費 189

その他 301

営業外費用合計 779

経常利益 6,799

特別利益  

貸倒引当金戻入額 56

その他 9

特別利益合計 65

特別損失  

固定資産処分損 117

減損損失 2,431

貸倒引当金繰入額 312

その他 7

特別損失合計 2,869

税金等調整前四半期純利益 3,994

法人税等 2,128

少数株主利益 602

四半期純利益 1,262



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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 3,994

減価償却費 6,670

減損損失 2,431

のれん償却額 225

貸倒引当金の増減額（△は減少） 193

退職給付引当金の増減額（△は減少） △381

その他の引当金の増減額（△は減少） 665

受取利息及び受取配当金 △304

支払利息 193

為替差損益（△は益） △5

持分法による投資損益（△は益） △224

固定資産処分損益（△は益） 117

売上債権の増減額（△は増加） 5,480

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,043

仕入債務の増減額（△は減少） △3,965

その他 226

小計 19,361

利息及び配当金の受取額 573

利息の支払額 △192

法人税等の支払額 △2,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,328

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） △312

有形固定資産の取得による支出 △4,472

固定化債権の増減額（△は増加） 610

その他 △538

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,714

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） △5,108

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 △1,800

自己株式の売却による収入 6

自己株式の取得による支出 △1,954

リース債務の返済による支出 △20

配当金の支払額 △1,810

少数株主への配当金の支払額 △271

その他 △78

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,038



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,422

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 8,403



 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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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  33,639  29,251  16,750  21,267  1,173  102,082    －  102,082

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 138  128  348  33  4,281  4,930 ( )4,930     － 

  計  33,778  29,379  17,098  21,301  5,455  107,013 ( )4,930  102,082

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 2,549  517  2,843  1,218  △487  6,641  70   6,712

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  93,915  8,166  102,082 －  102,082

(2）セグメント間の内部売上高 

または振替高 
 896  2,092  2,988 ( ) 2,988 － 

計  94,812  10,259  105,071 ( ) 2,988  102,082

営業利益  6,201  565  6,766 ( ) 54  6,712



  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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：中国、シンガポール、インド 

北米 ：アメリカ 

欧州 ：ドイツ、ポーランド、フランス 

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９月30日の期間に市場買付け

により、自己株式7,835千株、1,926百万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）  11,407  1,880  741  100  14,131

Ⅱ 連結売上高（百万円）          102,082

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 11.2  1.8  0.7  0.1  13.8

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  124,917

Ⅱ 売上原価  93,005

売上総利益  31,912

Ⅲ 販売費及び一般管理費  22,688

営業利益  9,224

Ⅳ 営業外収益      

受取利息及び受取配当金  427

持分法による投資利益   289

雑収入   430

計  1,148

Ⅴ 営業外費用      

支払利息   237

為替差損  198

雑支出  522

計  958

経常利益  9,413

Ⅵ 特別利益      

投資有価証券売却益   22

貸倒引当金取崩益  23

固定資産売却益  18

計  64

Ⅶ 特別損失      

固定資産処分損  234

貸倒引当金繰入額  502

投資有価証券評価損   31

減損損失   107

出資金評価損  10

計  887

税金等調整前四半期純利益  8,591

法人税等  3,688

少数株主利益   479

四半期純利益  4,422



前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  8,591

減価償却費   7,003

各種引当金増減額   189

営業外損益調整額  △431

特別損益調整額   332

売上債権の増減額  △1,017

たな卸資産の増減額  △1,367

仕入債務の増減額  1,167

その他資産・負債の増減額   279

小計  14,747

利息及び配当金の受取額  794

利息の支払額  △225

法人税等の支払額  △5,540

営業活動によるキャッシュ・フロー  9,777

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

投資有価証券関係収支  △647

有形固定資産の取得による支出  △4,728

有形固定資産の売却による収入   190

貸付金純増減額  △82

その他投資活動による収支  △444

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,713

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  △4,063

長期借入金純増減額   1,587

配当金の支払額  △2,384

その他財務活動による収支  △65

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,926

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △97

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △959

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四半期末残高  8,750



前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９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  41,324  40,452  19,818  22,147  1,174  124,917  －  124,917

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 178  393  330   50  5,536  6,489 (6,489)  －

  計  41,503  40,845  20,148  22,198  6,711  131,407 (6,489)  124,917

 営業費用  37,395  39,568  16,987  21,333  7,272  122,557 (6,863)  115,693

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 4,107  1,277  3,161  864  △560  8,850  374  9,224
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