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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 34,545 △14.6 1,305 △57.9 1,304 △58.4 324 △71.8
21年3月期第3四半期 40,461 ― 3,098 ― 3,131 ― 1,149 ―

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3月期第3四半期 9.92 ―
21年3月期第3四半期 38.39 ―

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3月期第3四半期 40,364 21,794 50.9 628.37
21年3月期 38,263 21,865 53.8 629.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  20,534百万円 21年3月期  20,583百万円

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

21年3月期 ― 11.00 ― 8.00 19.00
22年3月期 ― 7.00 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 46,300 △7.0 2,350 △6.4 2,390 △5.6 900 ― 27.54



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、５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） 

(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 
１．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3月期第3四半期 32,716,878株 21年3月期  32,716,878株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  37,945株 21年3月期  37,892株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 32,678,975株 21年3月期第3四半期 29,919,059株



第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるとの観測があるもの

の、引き続き世界的な金融・経済危機による景気の停滞、急激な為替変動が企業収益へ影響を及ぼすとともに雇

用・所得環境にも改善が見られずデフレ圧力が強まるなど、依然として厳しい状況が続いております。 

また原材料価格も騰勢に転ずるなど、予断を許さない状況で推移いたしております。 

当社グループの関連する業界におきましては、自動車産業が自動車減税等の効果により新車販売台数の回復がみ

られるものの、海外輸出は低調に推移いたしました。住宅産業につきましても、雇用・所得環境は悪化しており、

当面厳しい状況が継続するとの観測があり需要は減少いたしました。 

エレクトロニクス産業につきましては、半導体業界・電子部品業界ともグリーン家電普及促進事業などの景気対

策により需要回復の兆しがあるものの価格競争の厳しいなかで推移いたしました。  

このような環境のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は345億45百万円（前年同期比14.6％減）となり、営

業利益は13億５百万円（同57.9％減）、経常利益は13億４百万円(同58.4％減)、四半期純利益は３億24百万円（同

71.8％減)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す。 

（１）コーティング事業 

 プラスチック用コーティング材（『レクラック』・『フジハード』など）につきましては、自動車分野に明るさ

が見えてまいりましたが、携帯電話向けは、景気後退の影響を受け大幅な売上減少となりました。 

 建築用コーティング材につきましては、新築向けは新設住宅着工戸数が歴史的な低水準で推移いたしました結

果、前年を下回る売上高となりましたが、新規顧客を獲得し明るさが見えてまいりました。また、リフォーム向け

は微減で終えることができました。  

 この結果売上高は168億14百万円（同14.2％減)となり、営業利益は３億85百万円（同85.1％減)となりました。 

  

（２）電子材料事業 

 導電性ペースト材（『ドータイト』など）の電子材料部門におきましては、需要が緩やかな回復にとどまる中で

海外での価格競争など激化を極めた状態が続きました。 

 この結果売上高は44億75百万円（同20.0％減)となり、営業利益は５億54百万円（同372.6％増)となりました。 

  

（３）化成品事業 

 樹脂ベース（『アクリベース』）の化成品部門は、ＯＡ機器分野は、生産調整の影響から徐々に脱してきており

ますが、コピーの削減等不況対策の煽りを受け回復半ばの状況で推移いたしました。機能性樹脂ベースにつきまし

ては、市場環境の緩やかな回復のなか新商品を上市いたしましたが、売上高は低調に推移いたしました。 

 この結果売上高は26億41百万円（同8.7％減)となり、営業利益は１億83百万円（同124.7％増)となりました。 

  

（４）合成樹脂事業 

 子会社藤光樹脂株式会社などが取扱うアクリル樹脂の原材料・加工品の販売におきましては、情報関連機器向け

などの液晶部品が中国を主体に苦戦を強いられました。 

 この結果売上高は107億19百万円（同14.4％減)となり、営業利益は１億82百万円（同42.4％減)となりました。 

  

所在地別のセグメントの業績は、次のとおりです。 

（１）日本   

国内の会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め311億42百万円（同15.2％減）となりました。営業利益

は21億49百万円（同25.2％減）となりました。 

  

（２）アジア 

アジアの会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め24億33百万円（同44.5％減）となりました。営業利益

は２億６百万円（同60.3％減）となりました。 

  

（３）北米 

北米の会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め31億60百万円（同24.8％増）となりました。営業損失は

10億58百万円（前年同四半期連結累計期間は営業損失２億28百万円）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



（１）資産・負債・純資産の状況に関する分析 

当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ21億１百万円（前連結会計年度末比5.5％）

増加し、403億64百万円となりました。  

① 流動資産 

売上高回復による売上債権増加などの結果、前連結会計年度末と比べ25億33百万円（同11.6％）増加し、244

億34百万円となりました。  

② 固定資産 

長期貸付金の回収及び減価償却費などの結果、前連結会計年度末と比べ４億32百万円（同2.6％）減少し、

159億30百万円となりました。  

③ 流動負債 

売上高増加に伴う原材料の購入増加による仕入債務及び未払法人税等の増加などの結果、前連結会計年度末

と比べ28億85百万円（同29.4％）増加し、126億97百万円となりました。  

④ 固定負債 

社債の償還及び長期借入金の返済などの結果、前連結会計年度末と比べ７億12百万円（同10.8％）減少し、

58億73百万円となりました。  

⑤ 純資産 

配当の支払などにより前連結会計年度末と比べ71百万円（同0.3％）減少し、217億94百万円となりました。

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の53.8％から50.9％へと2.9ポイント減少となり、１株当たり純資

産額は前連結会計年度末より１円50銭減少し、628円37銭となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローに関する分析 

 当第３四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は前連結会計期間年度末と比べ７億72百

万円増加し、73億86百万円となりました。 

 当第３四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す。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額が減少及び法

人税等の還付などがあったものの、税金等調整前四半期純利益が減少したことなどにより、23億59百万円の収

入（前年同四半期連結累計期間は25億51百万円の収入）となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出

及び関係会社出資金の払込による支出などがあったことにより、６億50百万円の支出（前年同四半期連結累計

期間は連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得により61億74百万円の支出などがあったことにより、71億13

百万円の支出）となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金による収入があったもの

の、社債の償還及び配当金の支払などによる支出があったことにより、９億36百万円の支出（前年同四半期連

結累計期間は短期借入金の増加や株式の発行により68億44百万円の収入などがあったため、61億86百万円の収

入）となりました。   

２．連結財政状態に関する定性的情報



平成21年11月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四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出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り

簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 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

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



５．四半期連結財務諸表 
（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21年12月31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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,016,609 7,104,780

受取手形及び売掛金 11,218,470 9,353,261

商品及び製品 2,633,936 2,706,534

仕掛品 47,005 39,444

原材料及び貯蔵品 1,524,763 1,191,726

繰延税金資産 451,625 519,828

その他 665,559 1,100,693

貸倒引当金 △124,352 △115,389

流動資産合計 24,433,615 21,900,877

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,124,217 7,106,175

減価償却累計額 △3,450,405 △3,262,703

建物及び構築物（純額） 3,673,812 3,843,472

機械装置及び運搬具 8,816,926 8,816,538

減価償却累計額 △6,064,369 △5,612,392

機械装置及び運搬具（純額） 2,752,557 3,204,146

工具、器具及び備品 2,658,595 2,645,362

減価償却累計額 △2,241,007 △2,156,930

工具、器具及び備品（純額） 417,588 488,432

土地 4,008,173 3,870,325

リース資産 169,908 45,108

減価償却累計額 △29,296 △6,698

リース資産（純額） 140,612 38,410

建設仮勘定 88,365 34,202

有形固定資産合計 11,081,107 11,478,987

無形固定資産   

ソフトウエア 89,097 115,432

その他 1,085,168 1,146,025

無形固定資産合計 1,174,265 1,261,457

投資その他の資産   

投資有価証券 1,316,793 1,141,699

長期貸付金 198,850 280,059

繰延税金資産 608,382 719,556

その他 1,587,779 1,503,525

貸倒引当金 △37,001 △23,539

投資その他の資産合計 3,674,803 3,621,300

固定資産合計 15,930,175 16,361,744



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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３月31日) 

資産合計 40,363,790 38,262,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,650,662 5,289,137

短期借入金 2,260,758 1,931,914

1年内償還予定の社債 720,000 720,000

未払法人税等 477,995 229,733

未払費用 627,436 528,107

賞与引当金 256,796 465,714

リース債務 42,541 16,981

その他 661,061 630,705

流動負債合計 12,697,249 9,812,291

固定負債   

社債 2,520,000 2,880,000

長期借入金 295,800 605,812

退職給付引当金 2,113,076 2,131,878

長期未払金 548,219 640,266

リース債務 109,035 34,971

繰延税金負債 252,783 255,065

その他 33,766 37,128

固定負債合計 5,872,679 6,585,120

負債合計 18,569,928 16,397,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,352,121 5,352,121

資本剰余金 5,040,199 5,040,199

利益剰余金 10,200,452 10,366,425

自己株式 △24,855 △24,834

株主資本合計 20,567,917 20,733,911

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,144 △11,551

為替換算調整勘定 △127,645 △139,007

評価・換算差額等合計 △33,501 △150,558

少数株主持分 1,259,446 1,281,857

純資産合計 21,793,862 21,865,210

負債純資産合計 40,363,790 38,262,621



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 40,461,229 34,545,102

売上原価 29,559,169 25,307,016

売上総利益 10,902,060 9,238,086

販売費及び一般管理費 7,803,567 7,932,708

営業利益 3,098,493 1,305,378

営業外収益   

受取利息 14,266 14,015

受取配当金 38,684 28,316

固定資産賃貸料 53,283 50,180

受取補償金 － 61,690

その他 79,671 132,086

営業外収益合計 185,904 286,287

営業外費用   

支払利息 59,980 91,053

為替差損 － 139,039

固定資産税 9,600 8,868

減価償却費 2,705 2,064

支払手数料 997 －

株式交付費 34,565 －

その他 45,407 46,728

営業外費用合計 153,254 287,752

経常利益 3,131,143 1,303,913

特別利益   

退職給付制度終了益 139,690 －

特別利益合計 139,690 －

特別損失   

投資有価証券評価損 253,991 －

為替差損 575,433 －

特別損失合計 829,424 －

税金等調整前四半期純利益 2,441,409 1,303,913

法人税、住民税及び事業税 872,736 802,154

法人税等調整額 190,973 98,462

法人税等合計 1,063,709 900,616

少数株主利益 228,978 79,086

四半期純利益 1,148,722 324,211



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,441,409 1,303,913

減価償却費 830,677 958,919

のれん償却額 183,216 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △517,564 △9,894

賞与引当金の増減額（△は減少） △242,641 △208,803

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,499 23,558

受取利息及び受取配当金 △52,950 △42,331

支払利息 59,980 91,053

株式交付費 34,565 －

為替差損益（△は益） 374,693 △4,851

有形固定資産売却損益（△は益） － 3,205

有形固定資産除却損 1,571 5,584

投資有価証券評価損益（△は益） 253,991 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,621

売上債権の増減額（△は増加） 1,629,526 △1,907,994

たな卸資産の増減額（△は増加） 388,281 △269,433

その他の流動資産の増減額（△は増加） △153,827 147,469

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △3,113 97,774

仕入債務の増減額（△は減少） △288,910 2,394,240

未払費用の増減額（△は減少） △37,389 39,744

未払消費税等の増減額（△は減少） 664 △13,930

その他の流動負債の増減額（△は減少） △335,483 181,627

長期未払金の増減額（△は減少） － △92,046

その他 △35,976 27,046

小計 4,498,221 2,718,229

利息及び配当金の受取額 52,635 41,924

利息の支払額 △57,879 △71,136

法人税等の支払額 △1,942,474 △652,600

法人税等の還付額 － 322,770

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,550,503 2,359,187



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △290,507 △581,114

定期預金の払戻による収入 190,533 440,867

無形固定資産の取得による支出 △27,882 △4,073

有形固定資産の取得による支出 △762,948 △561,638

有形固定資産の売却による収入 11,197 77,663

投資有価証券の取得による支出 △110,146 △10,618

投資有価証券の売却による収入 － 27,621

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,173,911 －

関係会社出資金の払込による支出 － △228,899

敷金及び保証金の差入による支出 △14,421 △27,569

敷金及び保証金の回収による収入 17,038 24,712

保険積立金の積立による支出 △31,366 △32,948

保険積立金の払戻による収入 44,754 140,705

貸付けによる支出 △224,826 △217

貸付金の回収による収入 27,712 92,547

その他の支出 △5,504 △10,070

その他の収入 237,664 3,312

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,112,613 △649,719

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） 3,600,000 359,459

長期借入れによる収入 67,537 302,689

長期借入金の返済による支出 － △621,615

社債の償還による支出 － △360,000

株式の発行による収入 3,243,903 －

リース債務の返済による支出 － △23,048

自己株式の取得による支出 △150 △21

配当金の支払額 △668,340 △490,185

少数株主への配当金の支払額 △56,636 △103,352

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,186,314 △936,073

現金及び現金同等物に係る換算差額 41,048 △1,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,665,252 771,582

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,934 6,613,921

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

109,766 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,357,952 7,385,503



 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20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の系列及び市場の類似性を考慮して４つに区

分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．会計処理の方法の変更 

前第３四半期連結累計期間 

(棚卸資産評価に関する会計基準) 

「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」３．(1)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に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、電子

材料事業が65,810千円減少しております。 

(在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更) 

在外連結子会社の財務諸表項目のうち収益及び費用について、従来、在外連結子会社の決算日の為替

相場により換算していましたが、第２四半期連結会計期間より期中平均相場により換算する方法に変更

しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高は、コーテ

ィング事業が117,178千円、電子材料事業が10,517千円、化成品事業が1,413千円増加し、合成樹脂事業

が11,409千円減少しております。営業利益は、コーティング事業が6,916千円、電子材料事業が263千

円、化成品事業が272千円増加し、合成樹脂事業が786千円減少しております。  

（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〕

  
コーティング

事業（千円） 

電子材料事業

（千円） 

化成品事業

（千円） 

合成樹脂事業

（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  19,589,527  5,593,888  2,892,988  12,384,826  40,461,229  －  40,461,229

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 12,674  －  365  142,303  155,342 (155,342)  －

    計  19,602,201  5,593,888  2,893,353  12,527,129  40,616,571 (155,342)  40,461,229

    営業利益  2,582,264  117,207  81,654  316,830  3,097,955  538  3,098,493

  
コーティング

事業（千円） 

電子材料事業

（千円） 

化成品事業

（千円） 

合成樹脂事業

（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  16,813,591  4,472,353  2,640,527  10,618,631  34,545,102  －  34,545,102

(2）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
 －  2,693  162  100,442  103,297 (103,297)  －

    計  16,813,591  4,475,046  2,640,689  10,719,073  34,648,399 (103,297)  34,545,102

    営業利益  384,966  553,884  183,472  182,481  1,304,803  575  1,305,378

事業区分 主要製品 

コーティング事業 プラスチック用コーティング材及び建築用コーティング材等 

電子材料事業 導電性樹脂塗料及び接着剤等 

化成品事業 トナー用バインダー樹脂、粘・接着剤ベース樹脂等の機能性樹脂 

合成樹脂事業 アクリル樹脂の原材料・加工品の仕入れ・販売 



前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

（注）１．国または地域は、地理的近接度及び重要度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 中華人民共和国、タイ、シンガポール 

(2）北米  ： 米国、カナダ等 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）   

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 大韓民国、中華人民共和国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア等 

(2）北米  ： 北米、中南米 

(3）その他 ： 欧州等 

３．海外売上高は、当社及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。   

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（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  33,597,508  4,349,335  2,514,386  40,461,229 －  40,461,229

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  3,144,330  31,751  18,557  3,194,638 (3,194,638)  －

    計  36,741,838  4,381,086  2,532,943  43,655,867 (3,194,638)  40,461,229

    営業利益又は営業損失（△）  2,871,498  517,771  △228,305  3,160,964 (62,471)  3,098,493

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（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  28,996,694  2,399,312  3,149,096  34,545,102  －  34,545,102

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  2,145,110  33,740  11,374  2,190,224 (2,190,224)  －

    計  31,141,804  2,433,052  3,160,470  36,735,326 (2,190,224)  34,545,102

    営業利益又は営業損失（△）  2,148,928  205,710  △1,057,563  1,297,075  8,303  1,305,378

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他 計 

(1）海外売上高（千円）  10,528,898  2,586,228  153,903  13,269,029

(2）連結売上高（千円）  －  －  －  40,461,229

(3）連結売上高に占める海外売上高の割合 

   （％） 
 26.0  6.4  0.4  32.8

  アジア 北米 その他 計 

(1）海外売上高（千円）  10,346,510  3,249,720  58,661  13,654,891

(2）連結売上高（千円）  －  －  －  34,545,102

(3）連結売上高に占める海外売上高の割合 

   （％） 
 30.0  9.4  0.2  39.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



(1）生産実績 

当第３四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）商品仕入実績 

 当第３四半期連結累計期間の合成樹脂事業の仕入実績は、次のとおりであります。 

  

(3）受注実績 

 当社グループは、主として見込生産によっていますので、受注ならびに受注残高について特に記載すべき事項は

ありません。 

  

(4）販売実績 

 当第３四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

コーティング（百万円）  12,890  92.4

電子材料（百万円）  2,318  73.3

化成品（百万円）  2,637  81.8

合計（百万円）  17,845  87.5

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

合成樹脂（百万円）  9,526  90.1

合計（百万円）  9,526  90.1

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年12月31日） 

前年同四半期比（％） 

コーティング（百万円）  16,814  85.8

電子材料（百万円）  4,472  80.0

化成品（百万円）  2,641  91.3

合成樹脂（百万円）  10,619  85.7

合計（百万円）  34,545  85.4
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