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四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満四捨五入） 
１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年4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        ％

23年 ３月期第１四半期 12,459   59.9 121   33.9 307  △56.0 △1,833   ―
22年 ３月期第１四半期 7,790  △22.9 91   4.7 697  198.5 308   ―

 

 
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１四半期 △65.28 ―
22年 ３月期第１四半期 10.96 ―

 
（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

23年 ３月期第１四半期 72,962 62,407 85.3 2,217.52
22年 ３月期 73,779 64,042 86.6 2,275.48

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期 62,264百万円 22年3月期 63,892百万円 

 
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   
22年 ３月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00   
23年 ３月期 ―    

23年 ３月期(予想)  10.00 ― 10.00 20.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期(累計) 23,800  51.1 500   ― 600  38.0 800  63.2 28.49
通  期 48,500  24.1 1,500  397.6 1,700  123.5 1,300  189.3 46.30

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.４「その他」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 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：有 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 29,813,026株 22年３月期 29,813,026株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,735,043株 22年３月期 1,734,708株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 28,078,158株 22年３月期１Ｑ 28,078,970株

 
 
※ 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 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）３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」をご参照ください。 

 



  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 6 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 6 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 8 

【第１四半期連結累計期間】 ………………………………………………………… 8 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………11 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………11 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………13 

  

  

○添付資料の目次

1

天馬㈱　(7958)　平成23年３月期 第１四半期決算短信



当第１四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）におけるわが国経済は、

中国をはじめとする新興国の経済成長に牽引され輸出や生産が伸長し緩やかな回復傾向を示しましたが、

失業率が高止まりし雇用・所得環境の先行き不透明感から個人消費が伸び悩む等、依然として厳しい状況

が続きました。 

 このような厳しい状況の中で、当社グループの連結業績は、世界同時不況からの回復を背景にして工業

品の受注が伸び、また、前年同期との比較では株式会社タクミック・エスピー及びその子会社が連結対象

に加わったこと等により、売上高が124億59百万円（前年同期比159.9％）となりました。 

 利益面につきましては、株式会社タクミック・エスピー及びその子会社の寄与等により、営業利益が１

億21百万円（前年同期比133.9％）となり、経常利益は前年同期との比較では円高の進行により為替差損

益が悪化したこと等により３億７百万円（前年同期比44.0％）となりました。 

 また、株式会社タクミック・エスピーがPT. SUMMITPLASTを取得したことに伴う負ののれん発生益等の

特別利益がありましたが、投資有価証券評価損等の特別損失があり、18億33百万円の四半期純損失（前年

同期は３億８百万円の利益）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  

（国内） 

デフレの進行と消費不況が続く厳しい状況にありましたが、ハウスウエア合成樹脂製品関連部門につき

ましては、新製品の売上げ増加に注力いたしました。また、工業品合成樹脂製品関連部門につきまして

は、世界同時不況で落ち込んだ売上高が漸次回復に向かっております。  

 この結果、当セグメントの売上高は、49億20百万円となり、セグメント利益は71百万円となりました。

  

（中国） 

世界同時不況からの回復に伴い、工業品合成樹脂製品関連部門の受注が増加し、地域内の各子会社は業

績が回復傾向にあります。 

 この結果、当セグメントの売上高は、42億５百万円となり、セグメント利益は93百万円となりました。

  

（東南アジア） 

株式会社タクミック・エスピーの各子会社が東南アジア諸国の堅調な国内需要等に支えられ業績を順調

に伸ばしております。 

 この結果、当セグメントの売上高は、33億34百万円となり、セグメント利益は１億81百万円となりまし

た。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べて８億17百万円減少し、729億

62百万円となりました。これは、PT. SUMMITPLASTが連結対象に加わったこと等で有形固定資産が11億

47百万円増加しましたが、投資有価証券が時価の下落により14億75百万円減少したこと等によります。

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて８億19百万円増加し、105億

55百万円となりました。これは、PT. SUMMITPLASTが連結対象に加わったこと等により、支払手形及び

買掛金が８億80百万円増加したこと等によります。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて16億35百万円減少し、624

億７百万円となりました。これは、利益剰余金が21億14百万円減少したこと等によります。 

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

(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
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当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて10億69百万円

減少し、85億91百万円（前年同期比は１億１百万円の増加）となりました。各活動別のキャッシュ・フロ

ーの状況とそ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） 

税金等調整前四半期純損失28億31百万円、売上債権の増加5億5百万円等がありましたが、投資有価証

券評価損35億７百万円、たな卸資産の減少８億16百万円、減価償却費５億79百万円等があり、15億51百

万円の増加（前年同期比は９億76百万円の増加）となりました。 

  

（投資活動よるキャッシュ・フロー） 

定期預金の払戻116億89百万円等の収入がありましたが、定期預金の預入125億77百万円、有形固定資

産の取得８億56百万円、貸付け４億98百万円等の支出があり、24億66百万円の減少（前年同期比は147

億70百万円の増加）となりました。 

  

（財務活動よるキャッシュ・フロー） 

配当金２億66百万円等の支出があり、２億66百万円の減少（前年同期比は１百万円の増加）となりま

した。 

  

当第１四半期連結決算につきましては、金融機関の株価の大幅下落に伴う減損処理により多額の投資有

価証券評価損が発生しましたが、今後、株価が反騰する可能性もありますので、第２四半期連結累計期間

末及び通期連結会計年度末では投資有価証券評価損が解消すると想定しております。従いまして、第２四

半期連結累計期間及び通期連結会計年度の業績予想は、平成22年５月14日に発表しました予想を変更せ

ず、業績予想数値の達成に努めてまいります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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。 

  

（簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四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。 

 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。 

  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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

する方法によっております。 

  

③ 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 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する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、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、又は、一時差異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。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益

に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実

効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額を一括し「法人税等」として表示しておりま

す。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

① 在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更 

当第１四半期連結会計期間より、在外子会社等の収益及び費用について、これまで決算日の直物

為替相場により円貨に換算する方法を採用してまいりましたが、期中平均為替相場により換算する

方法に変更いたしました。 

 この変更は、在外子会社等の収益及び費用の額の重要性が従前より増してきたことにより、一時

的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発生する損益をより適

切に連結財務諸表に反映することを目的としております。 

 この結果、従来の方法と比較して、売上高206,804千円、売上総利益26,213千円、営業利益

11,213千円及び経常利益9,721千円が減少し、税金等調整前四半期純損失9,374千円が増加しており

ます。 

  

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
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② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第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、営業利益及び経常利益は、それぞれ357千円減少し、税金等調整前四半期純損失

は、10,729千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

11,603千円であります。 

  

（表示方法の変更） 

① 四半期連結貸借対照表関係 

前第１四半期連結会計期間において、固定資産に含まれる「有形固定資産」を一括表記しており

ましたが、「建物及び構築物（純額）」「機械装置及び運搬具（純額）」が、資産の総額の100分

の10を超えたため、当第１四半期連結会計期間においては区分掲記することといたしました。な

お、前第１四半期連結会計期間の固定資産の「有形固定資産」に含まれる「建物及び構築物（純

額）」「機械装置及び運搬具（純額）」はそれぞれ5,465,813千円、5,495,085千円であります。 

  

② 四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸

表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第

１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 
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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：千円）

当第１四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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,758,830 23,940,134

受取手形及び売掛金 10,227,349 9,402,300

商品及び製品 1,560,074 1,524,754

仕掛品 353,073 398,347

原材料及び貯蔵品 2,367,376 3,035,491

その他 1,299,959 1,209,643

貸倒引当金 △11,374 △11,433

流動資産合計 39,555,287 39,499,236

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,798,425 7,372,798

機械装置及び運搬具（純額） 8,304,085 7,804,348

その他 3,595,494 3,373,843

有形固定資産合計 19,698,004 18,550,989

無形固定資産 1,965,548 1,760,258

投資その他の資産   

投資有価証券 9,205,384 10,680,063

その他 2,548,680 3,299,096

貸倒引当金 △10,840 △10,784

投資その他の資産合計 11,743,224 13,968,376

固定資産合計 33,406,776 34,279,622

資産合計 72,962,063 73,778,858

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,669,245 5,788,891

未払法人税等 63,857 337,626

賞与引当金 526,903 388,146

その他 2,182,532 2,158,894

流動負債合計 9,442,537 8,673,557

固定負債   

退職給付引当金 430,580 455,342

役員退職慰労引当金 558,285 551,286

その他 123,871 56,414

固定負債合計 1,112,737 1,063,042

負債合計 10,555,274 9,736,599
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（単位：千円）

当第１四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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,225,350 19,225,350

資本剰余金 18,924,500 18,924,500

利益剰余金 30,588,450 32,702,099

自己株式 △2,733,418 △2,733,118

株主資本合計 66,004,882 68,118,831

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,460,468 △2,662,618

為替換算調整勘定 △1,280,880 △1,564,633

評価・換算差額等合計 △3,741,348 △4,227,250

少数株主持分 143,255 150,679

純資産合計 62,406,789 64,042,259

負債純資産合計 72,962,063 73,778,858
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,789,710 12,458,895

売上原価 6,231,624 10,603,651

売上総利益 1,558,086 1,855,244

販売費及び一般管理費 1,467,575 1,734,007

営業利益 90,511 121,237

営業外収益   

受取利息 34,527 39,366

受取配当金 197,836 207,215

為替差益 394,560 －

その他 22,016 17,150

営業外収益合計 648,940 263,732

営業外費用   

売上割引 16,260 15,722

開業費償却 25,206 －

為替差損 － 40,632

その他 677 21,479

営業外費用合計 42,143 77,833

経常利益 697,307 307,135

特別利益   

固定資産売却益 － 11,029

貸倒引当金戻入額 － 221

負ののれん発生益 － 397,135

特別利益合計 － 408,384

特別損失   

固定資産売却損 57 －

固定資産除却損 581 95

減損損失 167,000 6,000

投資有価証券評価損 － 3,506,795

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,372

その他 － 23,170

特別損失合計 167,638 3,546,431

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（△）

529,669 △2,830,911

法人税等 201,950 △998,271

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,832,640

少数株主利益 19,866 178

四半期純利益又は四半期純損失（△） 307,854 △1,832,818

8

天馬㈱　(7958)　平成23年３月期 第１四半期決算短信



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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（△）

529,669 △2,830,911

減価償却費 477,055 578,801

負ののれん発生益 － △397,135

賞与引当金の増減額（△は減少） 138,342 137,913

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,264 △95

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,882 △36,920

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,999 6,999

受取利息及び受取配当金 △232,363 △246,581

為替差損益（△は益） △288,561 △40,939

固定資産除却損 581 95

有形固定資産売却損益（△は益） 57 △11,029

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,506,795

減損損失 167,000 6,000

売上債権の増減額（△は増加） 607,856 △505,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,287 816,171

その他の資産の増減額（△は増加） 133,160 －

仕入債務の増減額（△は減少） △1,066,273 516,913

その他の負債の増減額（△は減少） △51,158 －

その他 5,899 84,885

小計 397,122 1,585,538

利息及び配当金の受取額 233,775 250,524

法人税等の支払額 △56,070 △284,895

営業活動によるキャッシュ・フロー 574,827 1,551,167

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 △10,473,508 △12,576,635

定期預金の払戻による収入 352,345 11,688,950

有形固定資産の取得による支出 △820,165 △855,806

有形固定資産の売却による収入 2 16,628

無形固定資産の取得による支出 △27,804 △24,428

投資有価証券の取得による支出 △389,243 △663

子会社株式の取得による支出 △5,876,857 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △217,781

貸付けによる支出 － △497,670

貸付金の回収による収入 120 1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,235,110 △2,465,554

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の純増減額（△は増加） △99 △346

配当金の支払額 △267,281 △265,677

財務活動によるキャッシュ・フロー △267,380 △266,022
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 252,658 111,061

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,675,005 △1,069,349

現金及び現金同等物の期首残高 25,165,352 9,660,334

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,490,347 8,590,985
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 該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める合成樹脂製品関連事業の割合が、いずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分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又は地域 

(1) 東アジア  ………中国、ベトナム 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分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又は地域 

(1) 東アジア  ………中国、ベトナム 

(2) その他の地域 ……東南アジア、西ヨーロッパ、北米 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

東アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 ① 外部顧客に 
   対する売上高

4,403,935 3,385,775 7,789,710 ― 7,789,710

 ② セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

12,677 130 12,807 （12,807) ―

計 4,416,611 3,385,905 7,802,516 （12,807) 7,789,710

  営業利益 444,340 △110,259 334,080 （243,569) 90,511

【海外売上高】

東アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,160,537 1,514 3,162,051

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 7,789,710

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

40.6 0.0 40.6
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(追加情報) 

当第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。 

  

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、経営

者が、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。 

 当社グループは、主に合成樹脂製品の製造及び販売に関連した事業を行っており、国内においては、主

に当社を含む３社が、海外においては、中国（含む香港）で６社、東南アジアで５社が各地域を担当して

おります。各会社は、それぞれ独立した経営単位であり、各会社において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、当社及び連結子会社を基礎としたセグメントから構成されております

が、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、生産・販売の地域及び製品の要素

が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「日本」、「中国」及び「東南アジア」の３つを報告セ

グメントとしております。 

  

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１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

(単位：千円) 

 
  

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

(単位：千円) 

 
(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。 

【セグメント情報】

日本 中国 東南アジア 合計

売上高

 外部顧客への売上高 4,919,844 4,205,489 3,333,561 12,458,895

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

26,551 ― ― 26,551

計 4,946,395 4,205,489 3,333,561 12,485,446

セグメント利益 70,799 93,451 180,910 345,161

利益 金額

報告セグメント計 345,161

セグメント間取引消去 8,542

全社費用(注) △232,466

四半期連結損益計算書の営業利益 121,237
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４ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「東南アジア」セグメントにおいて、当第1四半期連結会計期間より、新たに取得した 

PT. SUMMITPLASTを連結の範囲に含めております。 

 なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、当第1四半期連結累計期間におい 

ては397,135千円であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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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