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1. 平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６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 ％

22年12月期第２四半期 38,771 12.4 893 ― 721 ― 855 ―
21年12月期第２四半期 34,495 △20.6 △10 ― △58 ― △984 ―

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

22年12月期第２四半期 13 97 ―
21年12月期第２四半期 △16 06 ―

 (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

22年12月期第２四半期 87,221 31,055 35.6 507 11
21年12月期 88,327 30,305 34.3 494 69

(参考) 自己資本 22年12月期第２四半期 31,055百万円 21年12月期 30,305百万円

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

21年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

22年12月期 ― 0 00

22年12月期(予想) ― 0 00 0 00

3. 平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22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 80,000 9.2 1,250 16.4 850 14.8 550 ― 8 98

y-kurimoto




 
（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・手順、表示方法等の変更の有無となります。 
  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  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は終了しており

ます。 

  

  本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測であり、

潜在的なリスクや不確定要素を含んだものです。そのため、実際の業績はさまざまな重要な要素により、記載さ

れた見通しと大きくかけ離れた結果となりうることをご承知おきください。 

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 ： 無

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 22年12月期２Ｑ 62,074,351株 21年12月期 62,074,351株

② 期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 834,368株 21年12月期 811,550株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 61,253,099株 21年12月期２Ｑ 61,285,018株

※ 四半期レビュー手続き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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコカー減税やエコポイント制度等の経済対策効果と東南ア

ジアの各国に代表される外需に牽引される形で、緩やかな景気回復局面を迎えることとなりました。しかしなが

ら、不安定な雇用情勢やデフレ状態の継続、更には急激な円高の影響もあり、依然として景気回復の先行きは不透

明な状況が継続しております。 

 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るとともに、前連結会計年度に引き続き生産

効率の改善と固定費の削減に努めました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は387億７千１百万円（前年同期比12.4％増）、営業利益は８億９

千３百万円（前年同期は営業損失１千万円）、経常利益は７億２千１百万円（前年同期は経常損失５千８百万円）

となりました。四半期純利益は第１四半期連結会計期間より連結納税制度を導入したことによる法人税等の減少や

今後１年分の税金負担軽減見込額を繰延税金資産として計上したことによる法人税等調整額のマイナス計上等の影

響により８億５千５百万円（前年同期は四半期純損失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〕 

 景気の持ち直しにも支えられ、産業資材用フィルムを中心に全ての製品グループで、販売数量が増加しました。 

 この結果、売上高は240億４千６百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益は19億５千２百万円（前年同期比2.3％

減）となりました。 

  

〔新規材料事業部門〕 

 液晶表示関連材料は、液晶テレビ、携帯電話向けの光学フィルムを中心に販売数量が増加しました。 

 この結果、売上高は87億２千９百万円（前年同期比34.8％増）、営業利益は３億２千２百万円（前年同期は営業

損失６千２百万円）となりました。 

  

〔建材事業部門〕 

 新設住宅着工戸数が引き続き低水準で推移するなか、加工合板等では販売が減少しましたが、主力のパーティク

ルボードは、新用途のフロア向けを含め、堅実に販売数量を伸ばしました。 

 この結果、売上高は39億５千９百万円（前年同期比6.8％増）、営業損失は６億８千５百万円（前年同期は営業損

失13億４千２百万円）となりました。 

  

〔その他の事業部門〕 

 宅地造成及び建物建築事業において当初販売計画の一部が下期にシフトしたこと、また、ホテル事業において宿

泊単価の下落があったこと等から、その他の事業全体としては引き続き苦戦を強いられました。 

 この結果、売上高は20億３千５百万円（前年同期比5.2％減）、営業利益は６千３百万円（前年同期比41.9％減）

となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、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。 

  

 (注) 上記金額には、消費税等を含んでおりません。 

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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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ11億６百万円減少し872億２千１百万円となり

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増加６億８千４百万円及び有形固定資産など固定資

産の減少17億９千万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16億９千７百万円、リース債務など固定負

債の減少１億５千８百万円により、前連結会計年度末に比べ18億５千５百万円減少し561億６千６百万円となりまし

た。 

 また、純資産は、利益剰余金の増加８億５千５百万円などにより、前連結会計年度末に比べ７億４千９百万円増

加し、310億５千５百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて1.3ポイント上昇し、35.6％となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間末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28億３千９百万円(26.9％)減少し、77億４百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

  

(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13億８千３百万円となりました。 

 主な内容は減価償却費26億２千９百万円による資金の増加と、売上債権の増加額29億４千９百万円、仕入債務の

減少額８億４千４百万円、たな卸資産の増加額４億３千８百万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21億７千万円となりました。 

 これは主に合成樹脂事業の製造設備等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７億２千３百万円となりました。 

 主な内容は長期借入れによる収入12億２千万円、短期借入金の純増額４億７千５百万円による資金の増加と、長

期借入金の返済による支出６億７千１百万円、リース債務の返済による支出２億９千３百万円による資金の減少で

あります。 

  

 なお、営業活動により減少した資金は13億８千３百万円、財務活動の結果増加した資金は７億２千３百万円とな

っておりますが、これは、これまで実施してまいりました売上債権の流動化等による資金調達を、当第２四半期連

結累計期間において43億３千３百万円減少させ、その所要資金を借入金及び自己資金により賄ったことによるもの

であります。 

 これらの影響を除くと、営業活動により増加した資金は29億５千万円、財務活動の結果減少した資金は36億９百

万円であります。 

  

平成22年７月26日に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載した予想値から変更はありま

せん。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

 ① 資産、負債及び純資産の状況

 ② キャッシュ・フローの状況

(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 簡便な会計処理 

（棚卸資産の評価方法） 

 当第２四半期連結会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。 

  

該当事項はありません。 

  

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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,740 10,572

受取手形及び売掛金 21,595 18,636

商品及び製品 4,174 4,334

仕掛品 736 678

原材料及び貯蔵品 3,270 2,751

販売用不動産 94 72

繰延税金資産 215 21

その他 2,176 2,247

貸倒引当金 △192 △186

流動資産合計 39,813 39,128

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,723 19,251

機械装置及び運搬具（純額） 12,244 13,763

土地 7,635 7,635

建設仮勘定 1,431 1,081

その他（純額） 534 536

有形固定資産合計 40,569 42,268

無形固定資産 227 253

投資その他の資産   

投資有価証券 5,561 5,728

繰延税金資産 58 50

その他 1,115 1,030

貸倒引当金 △124 △132

投資その他の資産合計 6,611 6,677

固定資産合計 47,408 49,198

資産合計 87,221 88,327

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,777 18,622

短期借入金 11,555 11,080

1年内返済予定の長期借入金 2,157 1,821

リース債務 605 591

未払法人税等 153 725

設備関係支払手形 459 979

その他 4,925 5,512

流動負債合計 37,634 39,331
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 11,077 10,865

リース債務 3,550 3,851

繰延税金負債 390 639

退職給付引当金 2,263 2,208

役員退職慰労引当金 210 189

その他 1,039 935

固定負債合計 18,531 18,689

負債合計 56,166 58,021

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 13,353 12,498

自己株式 △407 △401

株主資本合計 30,634 29,784

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 420 521

評価・換算差額等合計 420 521

純資産合計 31,055 30,305

負債純資産合計 87,221 88,327
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 34,495 38,771

売上原価 30,407 33,556

売上総利益 4,088 5,214

販売費及び一般管理費   

販売手数料 13 14

運送費及び保管費 1,109 1,305

給料 1,025 961

賞与 116 190

役員報酬 107 133

退職給付費用 73 69

役員退職慰労引当金繰入額 19 33

減価償却費 67 59

研究開発費 545 558

貸倒引当金繰入額 39 16

その他 980 979

販売費及び一般管理費合計 4,098 4,321

営業利益又は営業損失（△） △10 893

営業外収益   

受取利息 10 4

受取配当金 59 58

受取ロイヤリティー 26 30

為替差益 29 －

雑収入 220 78

営業外収益合計 345 171

営業外費用   

支払利息 313 271

債権売却損 39 24

為替差損 － 17

雑損失 39 30

営業外費用合計 393 343

経常利益又は経常損失（△） △58 721

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 6

固定資産売却益 0 4

役員退職慰労引当金戻入額 17 －

特別利益合計 21 11
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

特別損失   

たな卸資産評価損 286 －

固定資産除売却損 47 43

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 －

環境対策費 － 89

特別損失合計 364 132

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（△）

△401 599

法人税、住民税及び事業税 475 127

法人税等調整額 106 △383

法人税等合計 582 △256

四半期純利益又は四半期純損失（△） △984 855
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△401 599

減価償却費 2,689 2,629

貸倒引当金の増減額（△は減少） 35 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63 54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 21

受取利息及び受取配当金 △69 △62

支払利息 313 271

為替差損益（△は益） △25 16

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 38

売上債権の増減額（△は増加） 3,768 △2,949

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,835 △438

その他の流動資産の増減額（△は増加） 110 71

仕入債務の増減額（△は減少） △6,949 △844

未払消費税等の増減額（△は減少） 172 △388

その他の流動負債の増減額（△は減少） △707 431

その他 △171 91

小計 586 △459

利息及び配当金の受取額 69 62

利息の支払額 △300 △277

法人税等の支払額 △476 △710

営業活動によるキャッシュ・フロー △120 △1,383

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 △2,048

有形固定資産の売却による収入 60 5

投資有価証券の取得による支出 △3 △4

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 12

その他 △10 △136

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,552 △2,170

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） 1,175 475

長期借入れによる収入 － 1,220

長期借入金の返済による支出 △171 △671

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 △293

自己株式の取得による支出 △5 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,487 723

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,168 △2,839

現金及び現金同等物の期首残高 11,413 10,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,245 7,704
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該当事項はありません。 

  

 前第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。             

  

(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
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 当第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22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 

  

前第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22年１月１日 至 平成22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。 

  

前第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。 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22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。 

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

24,046 8,729 3,959 2,035 38,771 ― 38,771

 (2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 ― ― 259 261 (261) ―

計 24,049 8,729 3,959 2,294 39,033 (261) 38,771

営業利益又は 
営業損失(△)

1,952 322 △ 685 63 1,653 (759) 893

【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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