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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 34,495 △20.6 △10 ― △58 ― △984 ―

20年12月期第2四半期 43,446 △6.4 △302 ― △408 ― △507 ―

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 △16.06 ―

20年12月期第2四半期 △8.27 ―

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 88,539 31,378 35.4 512.11
20年12月期 95,962 32,333 33.7 527.48

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  31,378百万円 20年12月期  32,333百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

21年12月期 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 72,700 △17.0 △850 ― △1,300 ― △2,600 ― △42.42
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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 

 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)及び「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 無

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  62,074,351株 20年12月期  62,074,351株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  801,763株 20年12月期  776,795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  61,285,018株 20年12月期第2四半期  61,328,752株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による景気の急激な悪化に底打ちの兆

しが見えてきたものの、依然として企業収益の減少や設備投資の抑制、雇用情勢の悪化等を受けて、引き続き厳しい

状況で推移しました。 

 このような状況の下、当社グループでは、細やかな拡販努力を重ねたものの、当第２四半期連結累計期間の売上高

は344億９千５百万円となり、前年同期と比べて20.6％減少しました。 

 しかし、計画を上回る大幅な固定費削減に取り組んだことから、営業損失は１千万円となり、前年同期と比べて２

億９千２百万円減少しました。 

 経常損失は５千８百万円となり、前年同期と比べて３億５千万円減少し、第２四半期純損失は９億８千４百万円と

なりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

〔合成樹脂事業部門〕 

 製品価格が低下傾向で推移する状況の下、汎用製品や産業資材フィルムを中心に販売数量が減少したため、売上高

は221億６千２百万円となり、前年同期と比べて16.6％減少しました。 

 一方、営業利益は、特に大幅な固定費の削減に努めた結果、19億９千７百万円となり、前年同期と比べて15億４千

７百万円増加しました。 

  

〔新規材料事業部門〕 

 液晶表示関連市場の一部に中国需要の伸びが見られるものの、製品価格の低下等に見舞われたため、売上高及び利

益は低調な結果となりました。 

 この結果、売上高は64億７千８百万円となり、前年同期と比べて31.7％減少し、営業損失は６千２百万円（前年同

期は、２億６千万円の営業利益）となりました。 

  

〔建材事業部門〕 

 景気の低迷による新設住宅着工戸数の落ち込みやリフォーム需要の低下等の影響により、パーティクルボードの拡

販には至りませんでした。 

 この結果、売上高は37億８百万円となり、前年同期と比べて33.1％減少し、営業損失は13億４千２百万円となり、

前年同期と比べて11億２百万円増加しました。 

  

〔その他の事業部門〕 

 当事業部門の売上高は第１四半期会計期間において新たに設立した㈱オークラプレカットシステムの寄与もあり21

億４千７百万円となり、前年同期と比べて17.0％増加しましたが、出張客の減少等によるホテル部門の減益により、

営業利益は１億１千万円となり、前年同期と比べて８千４百万円減少しました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ74億２千２百万円減少し、885億３千９百万円と

なりました。その主な内訳は、受取手形及び売掛金など流動資産の減少69億１千２百万円、投資その他の資産など固

定資産の減少５億９百万円によるものであります。 

 一方、負債につきましては、支払手形及び買掛金など流動負債の減少72億６千２百万円、リース債務など固定負債

の増加７億９千５百万円により、前連結会計年度末に比べ64億６千７百万円減少し、571億６千１百万円となりまし

た。 

 また、純資産は、利益剰余金の減少９億８千４百万円などにより、前連結会計年度末に比べ９億５千５百万円減少

し、313億７千８百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.7ポイント上昇し、35.4％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
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(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における連結ベースの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11億６千８百万円減少(10.2％減)し、当第２四半期連結累計期間末には102億４千５百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動により減少した資金は１億２千万円となりました。 

 主な内容は売上債権の減少額37億６千８百万円、減価償却費26億８千９百万円、たな卸資産の減少額18億３千５百

万円による資金の増加と、仕入債務の減少額69億４千９百万円による資金の減少であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果減少した資金は、35億５千２百万円となりました。 

 これは主に建材事業のパーティクルボード生産設備などの有形固定資産の取得によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果増加した資金は、24億８千７百万円となりました。 

 主な内容は短期借入金の純増11億７千５百万円、リース債務の増加17億８千万円による資金の増加であります。 

  

世界経済の先行きは不透明で当社グループを取り巻く環境は大変厳しいと予想されます。このような状況の下、第

２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年５月15日の第１四半

期決算発表時に公表した業績予想を７月31日に下記のとおり修正しております。 

  

 
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第２四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却については、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。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

 平成21年12月期連結通期業績予想数値の修正（平成21年１月１日～平成21年12月31日）

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

前回発表予想（Ａ）
百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

86,500 1,100 1,000 400 6.53

今回修正予想（Ｂ） 72,700 △850 △1,300 △2,600 △42.42

増減額（Ｂ－Ａ） △13,800 △1,950 △2,300 △3,000 －

増減率（％） △16.0 － － － －

（ご参考）前期実績 
（平成20年12月期）

87,629 △942 △1,296 △6,623 △108.01

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
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① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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)及び「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。 

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総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、主として総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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失が

21百万円減少しており、税金等調整前四半期純損失が265百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

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５年６月17日(企業会計審議会第一

部会)、平成19年３月30日改正))及び「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6年１月18日(日本公認会計士協会会計制度委員会)、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連結財務諸表から適用されたことに伴い、第1四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度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続き採用しております。 

 なお、この変更が損益に与える影響はありません。 
  

（追加情報） 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半期連結会計期間よ

り、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。 

 この変更により、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞ

れ92百万円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

(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
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１【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 10,257 11,423

受取手形及び売掛金 15,544 19,353

商品及び製品 4,649 5,606

仕掛品 704 632

原材料及び貯蔵品 3,384 4,266

販売用不動産 158 227

繰延税金資産 34 48

その他 2,466 2,557

貸倒引当金 △154 △157

流動資産合計 37,046 43,959

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,949 19,359

機械装置及び運搬具（純額） 13,060 13,537

土地 7,635 7,635

建設仮勘定 3,826 3,479

その他（純額） 478 451

有形固定資産合計 43,949 44,463

無形固定資産 273 278

投資その他の資産   

投資有価証券 6,273 6,215

繰延税金資産 59 146

その他 1,068 991

貸倒引当金 △131 △92

投資その他の資産合計 7,270 7,261

固定資産合計 51,493 52,003

資産合計 88,539 95,962

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,691 21,640

短期借入金 14,910 13,735

1年内返済予定の長期借入金 836 336

リース債務 550 555

未払法人税等 492 501

設備関係支払手形 932 2,511

その他 5,453 5,847

流動負債合計 37,865 45,128
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（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) 

固定負債   

長期借入金 11,714 12,386

リース債務 4,050 2,503

繰延税金負債 847 817

退職給付引当金 2,129 2,192

役員退職慰労引当金 177 176

その他 376 423

固定負債合計 19,296 18,500

負債合計 57,161 63,629

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,619 8,619

資本剰余金 9,068 9,068

利益剰余金 13,259 14,243

自己株式 △399 △393

株主資本合計 30,548 31,538

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 829 795

繰延ヘッジ損益 － △0

評価・換算差額等合計 829 794

純資産合計 31,378 32,333

負債純資産合計 88,539 95,962
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(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 34,495

売上原価 30,407

売上総利益 4,088

販売費及び一般管理費  

販売手数料 13

運送費及び保管費 1,109

給料 1,025

賞与 116

役員報酬 107

退職給付費用 73

役員退職慰労引当金繰入額 19

減価償却費 67

研究開発費 545

貸倒引当金繰入額 39

その他 980

販売費及び一般管理費合計 4,098

営業損失（△） △10

営業外収益  

受取利息 10

受取配当金 59

受取ロイヤリティー 26

為替差益 29

雑収入 220

営業外収益合計 345

営業外費用  

支払利息 313

債権売却損 39

雑損失 39

営業外費用合計 393

経常損失（△） △58

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

固定資産売却益 0

役員退職慰労引当金戻入額 17

特別利益合計 21

特別損失  

たな卸資産評価損 286

固定資産売却損 47

投資有価証券評価損 2

ゴルフ会員権売却損 1

特別退職金 27

特別損失合計 364

税金等調整前四半期純損失（△） △401

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等調整額 106

法人税等合計 582

四半期純損失（△） △984
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 18,465

売上原価 15,778

売上総利益 2,687

販売費及び一般管理費  

販売手数料 5

運送費及び保管費 592

給料 509

賞与 54

役員報酬 54

退職給付費用 37

役員退職慰労引当金繰入額 12

減価償却費 33

研究開発費 259

貸倒引当金繰入額 4

その他 489

販売費及び一般管理費合計 2,052

営業利益 634

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 56

雑収入 130

営業外収益合計 188

営業外費用  

支払利息 156

債権売却損 19

為替差損 12

雑損失 19

営業外費用合計 208

経常利益 614

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

役員退職慰労引当金戻入額 17

特別利益合計 21

特別損失  

固定資産売却損 30

ゴルフ会員権売却損 1

特別退職金 1

特別損失合計 33

税金等調整前四半期純利益 601

法人税、住民税及び事業税 309

法人税等調整額 93

法人税等合計 402

四半期純利益 199
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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）

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損失（△） △401

減価償却費 2,689

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △69

支払利息 313

為替差損益（△は益） △25

投資有価証券評価損益（△は益） 2

固定資産除売却損益（△は益） 46

売上債権の増減額（△は増加） 3,768

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,835

その他の流動資産の増減額（△は増加） 110

仕入債務の増減額（△は減少） △6,949

未払消費税等の増減額（△は減少） 172

その他の流動負債の増減額（△は減少） △707

その他 △171

小計 586

利息及び配当金の受取額 69

利息の支払額 △300

法人税等の支払額 △476

営業活動によるキャッシュ・フロー △120

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,569

有形固定資産の売却による収入 60

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 0

貸付けによる支出 △46

貸付金の回収による収入 17

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,552

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） 1,175

長期借入金の返済による支出 △171

リース債務の増加による収入 1,780

リース債務の返済による支出 △290

自己株式の取得による支出 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,168

現金及び現金同等物の期首残高 11,413

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,245
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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)及び「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、販売市場等の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主な製品及び事業内容は次のとおりであります。 

(1) 合成樹脂事業  ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム等  

(2) 新規材料事業  光学機能性フィルム等 

(3) 建材事業    加工合板、パーティクルボード、加工ボード、住設機器等 

(4) その他の事業  ホテル事業、宅地造成及び建物建築事業、情報処理システム開発事業及び不動産賃貸

          事業等 

３．会計処理方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 「四半期連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、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)を適用してお

ります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益が合成樹脂

事業で７百万円、その他の事業で15百万円それぞれ増加し、営業損失が新規材料事業で２百万円減少し、建

材事業で３百万円増加しております。 

４．追加情報 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

 当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、第１四半期連結会計期間

より、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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益が合成樹脂

事業で３百万円、その他の事業で２百万円それぞれ減少し、営業損失が建材事業で86百万円増加しておりま

す。             
  

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) 

在外子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 
  

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) 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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】

合成樹脂 
事業 

(百万円)

新規材料
事業 

(百万円)

建材事業
  

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
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

22,162 6,478 3,708 2,147 34,495 ― 34,495

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 0 48 242 293 (293) ―

計 22,164 6,478 3,756 2,389 34,788 (293) 34,495

営業利益又は 
営業損失(△)

1,997 △ 62 △ 1,342 110 702 (712) △ 10

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) 中間連結損益計算書

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）
百分比  
（％）

Ⅰ 売上高 43,446 100.0

Ⅱ 売上原価 38,776 89.3

    売上総利益 4,669 10.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,972 11.4

    営業損失(△) △ 302 △ 0.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 12

 ２ 受取配当金 63

 ３ 技術供与料 50

 ４ 雑収入 80 206 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 216

 ２ 為替差損 28

 ３ 雑損失 66 312 0.7

     経常損失(△) △ 408 △ 0.9

Ⅵ 特別利益

   投資有価証券売却益 22 22 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産除売却損 252 252 0.6

    税金等調整前中間純損失(△) △ 637 △ 1.5

    法人税、住民税及び事業税 257

    法人税等調整額 △ 388 △ 130 △ 0.3

    中間純損失(△) △ 507 △ 1.2
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(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損失(△) △ 637

   減価償却費 2,198

   貸倒引当金の増加額 113

   退職給付引当金の減少額 △ 18

   役員退職慰労引当金の減少額 △ 148

   受取利息及び受取配当金 △ 75

   支払利息 216

   為替差損 26

   投資有価証券売却益 △ 22

   固定資産売却益 △ 3

   固定資産除売却損 239

   売上債権の減少額 4,480

   たな卸資産の増加額 △ 1,606

   その他流動資産の増加額 △ 189

   仕入債務の減少額 △ 3,251

   未払消費税等の減少額 △ 200

   その他流動負債の減少額 △ 1,448

   その他 △ 60

        小計 △ 390

   利息及び配当金の受取額 74

   利息の支払額 △ 193

   法人税等の支払額 △ 273

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 782

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △ 2,618

   有形固定資産の売却による収入 241

   投資有価証券の取得による支出 △ 3

   投資有価証券の売却による収入 28

   貸付けによる支出 △ 184

   貸付金の回収による収入 115

   その他 △ 199

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,620

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純減少額 △ 770

   長期借入れによる収入 1,000

   長期借入金の返済による支出 △ 71

   自己株式の取得による支出 △ 4

   配当金の支払額 △ 460

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 306

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 26

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 3,735

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 10,725

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 6,989
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【事業の種類別セグメント情報】 

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

合成樹脂 
事業 

(百万円)

新規材料
事業 

(百万円)

建材事業
  

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
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

26,574 9,490 5,546 1,834 43,446 ― 43,446

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

－ － 0 306 306 (306) ―

計 26,574 9,490 5,546 2,141 43,753 (306) 43,446

営業利益又は 
営業損失(△)

449 260 △ 239 194 665 (968) △ 302
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