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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 39,262 8.4 2,597 60.0 2,639 60.0 1,635 59.9
22年3月期第2四半期 36,203 △10.2 1,624 176.0 1,649 152.6 1,022 380.8

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

23年3月期第2四半期 94.52 94.44
22年3月期第2四半期 59.10 ―

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

23年3月期第2四半期 71,419 29,614 40.6 1,675.26
22年3月期 67,943 28,359 40.8 1,603.34

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  28,980百万円 22年3月期  27,736百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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

22年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00

23年3月期 ― 13.00

23年3月期 
（予想）

― 13.00 26.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 78,120 6.1 4,480 28.0 4,510 24.6 2,690 25.7 155.50



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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・手続、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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）２ページの「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定
性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、（添付資料）３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 17,312,760株 22年3月期  17,312,760株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  13,865株 22年3月期  13,865株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,298,895株 22年3月期2Q 17,298,929株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の国内経済は、耐久材購入支援策終了に伴う駆込み需要等により個人消費は回復基調

を維持した一方、景気を下支えしていた輸出は海外経済の減速を受け伸びが鈍化したことなどから、景気回復の勢い

が一段と穏やかなものとなる展開となりました。 

このような環境の下、情報電子事業では市場の需要動向を捕捉し総じて堅調に売上を伸ばし、更にライフサイエ

ンス事業、建築資材事業においても受注の確保に努めました結果、当社グループの売上は前年同期比8.4％増加いた

しました。 

損益面では、売上回復に伴い採算が改善したことに加え、グループ全体にわたり生産効率性の向上に引き続き努

めたことなどから、前年同期比で増益となりました。  

その結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高392億62百万円（前年同期比8.4％増）、営業利益

25億97百万円（前年同期比60.0％増）、経常利益26億39百万円（前年同期比60.0％増）、四半期純利益16億35百万

円（前年同期比59.9％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（ライフサイエンス事業） 

生活用包装材においては粉洗剤から液体洗剤への切替わり需要をとらえ詰替用スタンディングパウチの受注が堅

調に推移したことに加えて、医薬・医療包装材におけるスポット的な商品受注を確保したことなどにより、事業全

体の売上は増加する展開となりました。 

この結果、売上高は202億42百万円となりました。 

  

（情報電子事業） 

パソコン・情報端末等に使用される情報記録用材の販売が好調に推移いたしました。また、夏場以降液晶ディス

プレイ用部材の一部で生産調整が見られたものの、各国政府による消費刺激策の継続、薄型テレビへの置換え需要

等による液晶パネルの市場拡大を受け、偏光板用プロテクトフィルムの受注が総じて堅調だったことなどから事業

全体での売上は増加いたしました。 

この結果、売上高は150億44百万円となりました。 

  

（建築資材事業） 

集合住宅向けボイドスラブ（床構造部材）が低調であったものの、空調用配管がハウスメーカーへの拡販などに

より好調に推移しました。 

この結果、売上高は39億75百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、時価下降等による投資有価証券の評価額減少や減価償却により

有形固定資産が減少したことなどにより、固定資産が減少しましたが、受取手形及び売掛金、有価証券、現金及び

預金等の流動資産が増加したことなどにより、前連結会計年度末に対して34億75百万円増加の714億19百万円となり

ました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金等の流動負債が増加したことなどにより、前連結会計年度末に対して

22億20百万円増加の418億４百万円となりました。なお、短期借入金の増加は１年以内返済の長期借入金が短期借入

金に含まれることによるものです。 

純資産は少数株主持分６億23百万円を含めて296億14百万円となり、自己資本比率は40.6％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済情勢につきましては、景気刺激策終了に伴う個人消費の減退、欧米を中心とする海外経済の低迷と円

高継続による輸出の伸悩み等の影響を受けて、回復に向かう動きが一服し停滞感が強まるとの懸念も出ており、引続

き予断を許さぬ状況が続くものと思われます。 

当社グループ関連業界においては、液晶ディスプレイ用部材及びパソコン等のＩＴ関連部材につき生産調整が実

施されたことにより、当社製品についても売上の鈍化が見込まれます。この情報電子事業の需要後退は総体としては

下期の業績予想に概ね織込まれていることから、今次通期業績予想につきましては、現時点では前回（平成22年８月

５日)発表の予想に変更ありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

    採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、 「資産除去債務に関する会計基準」 （企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日） 

を適用しております。 

  これにより営業利益、経常利益がそれぞれ２百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が96百万円減少してお 

ります。 

  

  

２．その他の情報
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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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,603 2,738

受取手形及び売掛金 25,487 23,950

有価証券 5,061 3,559

商品及び製品 2,055 2,047

仕掛品 1,024 1,135

原材料及び貯蔵品 1,561 1,300

繰延税金資産 839 685

その他 825 692

貸倒引当金 △29 △30

流動資産合計 40,429 36,079

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 25,791 25,618

減価償却累計額 △13,181 △12,680

建物及び構築物（純額） 12,610 12,938

機械装置及び運搬具 37,176 36,615

減価償却累計額 △29,575 △28,629

機械装置及び運搬具（純額） 7,600 7,985

工具、器具及び備品 4,047 3,935

減価償却累計額 △3,501 △3,396

工具、器具及び備品（純額） 546 539

土地 5,586 5,589

リース資産 － 11

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 8

建設仮勘定 1,207 868

その他 11 －

減価償却累計額 △3 －

その他（純額） 7 －

有形固定資産合計 27,559 27,928

無形固定資産   

その他 200 281

無形固定資産合計 200 281

投資その他の資産   

投資有価証券 2,144 2,390

繰延税金資産 505 520

その他 904 1,068

貸倒引当金 △324 △325

投資その他の資産合計 3,229 3,653

固定資産合計 30,990 31,864

資産合計 71,419 67,943
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,488 14,881

短期借入金 5,783 1,783

リース債務 － 1

未払金 2,305 2,319

未払法人税等 1,083 615

賞与引当金 1,325 1,076

役員賞与引当金 36 68

本社移転費用引当金 － 47

その他 1,397 1,271

流動負債合計 28,420 22,063

固定負債   

長期借入金 8,639 12,730

リース債務 － 6

繰延税金負債 276 420

退職給付引当金 2,882 2,854

役員退職慰労引当金 510 496

その他 1,075 1,010

固定負債合計 13,384 17,520

負債合計 41,804 39,584

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,723 4,723

資本剰余金 5,778 5,778

利益剰余金 18,257 16,830

自己株式 △10 △10

株主資本合計 28,748 27,321

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 376 523

為替換算調整勘定 △144 △109

評価・換算差額等合計 231 414

新株予約権 10 －

少数株主持分 623 623

純資産合計 29,614 28,359

負債純資産合計 71,419 67,943
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 36,203 39,262

売上原価 29,719 31,426

売上総利益 6,484 7,836

販売費及び一般管理費 4,859 5,238

営業利益 1,624 2,597

営業外収益   

受取利息 3 8

受取配当金 31 36

受取保険金及び配当金 47 46

受取賃貸料 64 61

その他 79 75

営業外収益合計 225 228

営業外費用   

支払利息 130 126

貸与資産減価償却費 32 24

その他 37 35

営業外費用合計 200 186

経常利益 1,649 2,639

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3 －

固定資産売却益 9 2

投資有価証券売却益 － 0

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 99 －

特別利益合計 113 2

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 26 15

投資有価証券評価損 4 4

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 93

退職給付制度終了損 32 －

その他 － 13

特別損失合計 64 126

税金等調整前四半期純利益 1,698 2,515

法人税、住民税及び事業税 74 1,048

法人税等調整額 577 △182

法人税等合計 652 866

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,649

少数株主利益 23 14

四半期純利益 1,022 1,635
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,698 2,515

減価償却費 2,259 2,041

株式報酬費用 － 10

受取利息及び受取配当金 △34 △45

支払利息 130 126

為替差損益（△は益） 0 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 18 12

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

工事契約会計基準の適用に伴う影響額 △99 －

その他の損益（△は益） 32 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 164 28

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 17 13

賞与引当金の増減額（△は減少） 224 249

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2 △31

売上債権の増減額（△は増加） △4,974 △1,660

たな卸資産の増減額（△は増加） 959 △164

仕入債務の増減額（△は減少） 2,409 1,540

その他の流動資産の増減額（△は増加） 200 －

その他の流動負債の増減額（△は減少） △288 －

その他の固定負債の増減額（△は減少） △0 －

その他 － △308

小計 2,721 4,328

利息及び配当金の受取額 35 44

利息の支払額 △130 △125

法人税等の支払額 △185 △560

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,441 3,686

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 － △0

定期預金の払戻による収入 53 100

有形固定資産の取得による支出 △1,064 △1,109

有形固定資産の売却による収入 27 5

無形固定資産の取得による支出 △29 △18

投資有価証券の取得による支出 △44 △17

投資有価証券の売却による収入 0 2

短期貸付金の増減額（△は増加） △25 △18

長期貸付けによる支出 △1 △41

長期貸付金の回収による収入 37 32

その他 △1 164

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,047 △900
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △700 －

長期借入れによる収入 150 －

長期借入金の返済による支出 △82 △91

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △86 △207

少数株主への配当金の支払額 △6 △6

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △727 △306

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 680 2,469

現金及び現金同等物の期首残高 2,007 6,009

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,687 8,478
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該当事項はありません。  

  

１．報告セグメントの概要  

  当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

  当社は、事業本部による組織体制を敷いており、各事業本部は、市場・製品別に国内及び海外の包括的な戦略

を立案し、事業活動を展開しております。 

  したがって、当社グループは、事業本部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「ライフサイ

エンス事業」、「情報電子事業」及び「建築資材事業」の３つを報告セグメントとしております。 

  各報告セグメントの主要製品は以下のとおりです。  

  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：百万円）

（注）報告セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

  

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

報告セグメント   主要製品  

ライフサイエンス 
食品・生活用包装材、医薬・医療用包装材、詰替／注出口付きパウチ、 

プラスチック製折畳液体容器  

情報電子 
偏光板（光学用）用プロテクトフィルム、層間絶縁フィルム、剥離フィルム、 

情報関連機器用材 

建築資材 ビル用煙突、ボイドスラブ、空調用配管、トンネル用資材・補助工法 

  

  

報告セグメント  

調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 

ライフ 
サイエンス 

情報電子 建築資材 計

売上高             

外部顧客への売上高  20,242  15,044  3,975  39,262  －  39,262

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 135  544  15  694  △694  －

計  20,377  15,589  3,990  39,957  △694  39,262

セグメント利益又は損

失(△)  
 864  1,756  △23  2,597  －  2,597

（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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