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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次

第96期

第3四半期

連結累計期間

第97期

第3四半期

連結累計期間

第96期

第3四半期

連結会計期間

第97期

第3四半期

連結会計期間

第96期

会計期間
自　2008年4月1日

至　2008年12月31日

自　2009年4月1日

至　2009年12月31日

自　2008年10月1日

至　2008年12月31日

自　2009年10月1日

至　2009年12月31日

自　2008年4月1日

至　2009年3月31日

売上高 （百万円） 107,18197,677 33,532 37,960143,741

経常利益 （百万円） 8,614 5,998 3,144 5,593 8,650

四半期（当期）純利益 （百万円） 2,929 2,911 827 2,899 3,373

純資産額 （百万円） － － 99,511 98,107 97,074

総資産額 （百万円） － － 192,037183,214182,224

1株当たり純資産額 （円） － － 546.79 545.72 533.45

1株当たり四半期（当期）
純利益

（円） 16.26 16.25 4.61 16.18 18.75

潜在株式調整後1株当たり
四半期（当期）純利益

（円） 16.26 16.24 4.61 16.17 18.74

自己資本比率 （％） － － 51.0 53.4 52.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 7,029 10,889 － － 11,420

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △14,338△10,493 － － △20,518

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 8,754 △647 － － 10,704

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） － － 7,626 6,748 7,264

従業員数 （名） － － 3,960 3,920 3,972

(注)　1　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

 2　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 3　第96期第3四半期連結会計期間、第96期第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益につ

いては、表示単位未満で希薄化が生じております。

　

EDINET提出書類

株式会社クレハ(E00761)

四半期報告書

 2/47



２ 【事業の内容】

当第3四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第3四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

2009年12月31日現在

従業員数(名) 3,920 〔659〕

(注) 1　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者

を含む就業人員であります。

2　従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の当第3四半期連結会計期間の期中平均雇用人員であります。

3　臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

　

(2)　提出会社の状況

2009年12月31日現在

従業員数(名) 1,322　

(注) 　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

　当第3四半期連結会計期間における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。

事業の種類別セグメントの名称 　生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

機能製品事業 5,988 △11.5

化学製品事業 6,525 ＋6.1

樹脂製品事業 7,992 △12.0

合計 20,506 △6.8

(注) 1　金額は平均販売単価によっております。

2　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(2)　受注実績

　当第3四半期連結会計期間におけるその他事業のうち、土木・建築工事の施工請負等の受注実績は次のとお

りであります。なお、これ以外の製品については見込生産を行っております。

事業の種類別セグメントの
名称

　受注高(百万円)
前年同四半期比

(％)
　受注残高(百万円)

前年同四半期比
(％)

その他事業 2,902 △0.3 8,654 △47.8

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

(3)　販売実績

　当第3四半期連結会計期間における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。

事業の種類別セグメントの名称 　販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

機能製品事業 6,854 △4.9

化学製品事業 12,749 ＋51.7

樹脂製品事業 11,215 △3.5

その他事業 7,141 ＋13.5

合計 37,960 ＋13.2

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更は以下の通りでありま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。なお、重要事象等は存在しておりません。

訴訟等について

プラスチック添加剤事業に関連して独占禁止法違反の疑いにより2003年2月に公正取引委員会の立ち入

り調査が行われ、2005年7月に当社に対して、同委員会から、約2億70百万円の課徴金納付命令が出されまし

た。当社はこれに対して審判手続の開始を請求し、審判にて争ってまいりましたが、2009年11月9日に上記

と同額の約2億70百万円の課徴金の納付を命ずる審決が下されました。

この審決に示された同委員会の判断について、当社はその内容について慎重に精査し、これに対する対

応を検討してまいりました。その結果、事実関係を含めて、公正取引委員会の判断と当社の見解に相違する

点はあるものの、訴訟提起による今後の時間的・費用的負担等を総合的に勘案した結果、審決取消訴訟を

提起しないとの結論に至り、課徴金を納付いたしました。

この課徴金納付が、当社及び当社グループの当期の業績に大きな影響を与えることはありません。

当該事業に関しては、米国において、当社米国子会社に対して民事訴訟が4件提起されておりましたが、

2007年度までに和解が成立し、米国において提起された民事訴訟は全て解決されております。

なお、当該事業はその全てを2003年1月に米国ローム・アンド・ハース社に事業譲渡しております。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間における、経営上の重要な契約等は次のとおりであります。

　販売契約

会社名 契約先 国別 内容 契約期間 備考

当社 第一三共株式会社 日本
慢性腎不全用剤「クレメジン」の日本

国内における販売

1991年11月から

2001年10月まで

その後は1年毎の

自動更新中

(注)1

当社
田辺三菱製薬

株式会社
日本

慢性腎不全用剤「クレメジン」の日本

国内における販売

2009年11月から

2014年10月まで
(注)2

(注) 1 　2009年10月をもって契約を終了いたしました。

2 　2009年10月に新たに契約を締結しております。
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）

が判断したものであります。

　

(1)　経営成績の分析

当第3四半期会計期間のわが国経済は、各国金融・財政出動の効果、中国など新興国の経済成長により、

輸出に持ち直しが見られましたが、民間設備投資の抑制傾向は変らず、個人消費は政策効果により下支え

された一部を除き、雇用悪化から冷込みが強まりました。

化学工業におきましては、中国等アジア向けの輸出増加に加え、自動車、電気・電子関連に需要回復の

兆しが見られ、設備稼働率が上向いてまいりましたが、全般的な内需低迷に伴う製品価格引下げ圧力は払

拭されず、又、為替相場も円高局面に置かれるなど、厳しい状況が続きました。

当社及びグループ各社はこのような状況のもと、2012年度を最終年度とする新中期経営計画「中期経

営計画Grow Globally（グローバル展開による成長）」（略称：「中計GG」）の2年目である当期におい

て、積極的な設備投資を行った事業の売上拡大、既存事業のコスト削減、事業環境変動に対応した戦略再

構築に取り組んでおり、当第3四半期の連結売上高は前年同期比13.2％増の379億60百万円、営業利益は前

年同期比73.6％増の56億30百万円、経常利益は前年同期比77.9％増の55億93百万円、四半期純利益は前年

同期比250.6％増の28億99百万円となりました。

　

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。

　

①機能製品事業

機能樹脂分野では、PPS樹脂は自動車用途及び電気・電子素材用途の需要が回復したことにより、米

国における合弁事業の不振が残りましたが、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ増加いたしました。

ふっ化ビニリデン樹脂は、工業用素材用途の需要減少がリチウムイオン二次電池用バインダー用途の

需要増加を上回ったことに加えて、円高により、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしまし

た。

炭素製品分野では、球状活性炭は電池用負極材用途の需要が増加いたしましたが、炭素繊維は太陽電

池パネル製造用等の高温熱処理炉用断熱材用途の需要が大幅に落ち込んだうえ、円高及び設備投資に

伴う償却費が増加し、この分野の売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしました。

なお、前期まで連結子会社でありました加古川プラスチックス㈱（2009年10月1日付け東レKPフィル

ム㈱に社名変更）の株式の一部を第1四半期末に売却し、同社を第2四半期から持分法適用関連会社に

変更したことにより、前年同期に計上されていた電気・電子素材用途向けの金属蒸着フィルムは、売上

げ、営業損益共に当第3四半期に含まれておりません。

この結果、本セグメントの売上高は前年同期比4.9％減の68億54百万円となり、営業損益は前年同期2

億30百万円の営業利益から7億77百万円の営業損失となりました。
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②化学製品事業

医薬・農薬分野では、慢性腎不全用剤「クレメジン」、抗悪性腫瘍剤「クレスチン」共に前年同期に

比べ売上げが増加したこと、及び「クレメジン」の国内販売契約締結に伴う一時金があったこと、又、

農業・園芸用殺菌剤「メトコナゾール」は輸出が増加したことにより、この分野の営業利益は前年同

期に比べ増加いたしました。

工業薬品分野では、か性ソーダ・塩酸等の無機薬品類は製品価格が上昇したものの、クロルベンゼン

類は製品価格が下落し、両製品共に販売数量が減少したことにより、この分野の売上げ、営業利益共に

前年同期に比べ減少いたしました。

この結果、本セグメントの売上高は前年同期比51.7％増の127億49百万円となり、営業利益は前年同

期比304.7％増の50億24百万円となりました。

　

③樹脂製品事業

コンシューマー・グッズ分野では、家庭用ラップ「NEWクレラップ」は改良された商品価値を反映す

る市場価格形成に注力いたしましたが、競争激化により、ふっ化ビニリデン釣糸「シーガー」と共に売

上げは減少し、資材費上昇もあって、この分野の営業利益は前年同期に比べ減少いたしました。

業務用食品包装材分野では、熱収縮多層フィルムの売上げは増加いたしましたが、塩化ビニリデン・

フィルム、ラミネート用ハイバリア・フィルム「ベセーラ」、多層ボトルの売上げは減少し、又、欧州子

会社では前年同期を上回る販売実績となり、円高ユーロ安の影響はありましたが、この分野の営業利益

は前年同期に比べ増加いたしました。

包装機械は輸出の増加がありましたが、営業利益は前年同期並みであり、中国向けの塩化ビニリデン

・コンパウンドは売上げ増加及び原燃料価格低下により、円高及び他製品全般の生産量減少による固

定費負担増加はありましたが、両製品共に営業利益は前年同期に比べ増加いたしました。

この結果、本セグメントの売上高は前年同期比3.5％減の112億15百万円となり、営業利益は前年同期

比5.3％減の8億73百万円となりました。

　

④その他事業

環境関連分野では、景気後退による経済活動の停滞により産業廃棄物の発生量が大幅に減少したこ

と及び同業他社との競争激化を受け、前年同期に比べ売上げは大幅に減少いたしましたが、処理費等変

動費の減少と補修費、支払手数料等の固定費の削減に努めた結果、営業利益は前年同期並みとなりまし

た。

建設関連分野では、前年同期比での大型工事完工の減少があったものの、工事進行基準の適用による

増加があり、売上げは大幅に増加し、資材費高騰及び設備投資の減少に起因する受注競争の激化による

利益率の悪化はありましたが、営業利益は増加いたしました。

運輸・倉庫関連分野では、運送部門での輸送量減少、競争激化を受け、前年同期に比べ売上げは大幅

に減少いたしましたが、燃料費の低下や経費削減に努めた結果、営業利益は前年同期並みとなりまし

た。

この結果、本セグメントの売上高は前年同期比13.5％増の71億41百万円となり、営業利益は前年同期

比4.1％増の6億61百万円となりました。
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

　

①日本

機能製品事業は、機能樹脂分野では、PPS樹脂は自動車用途及び電気・電子素材用途の需要回復によ

り、ふっ化ビニリデン樹脂は、工業用素材用途の需要減少がリチウムイオン二次電池用バインダー用途

の需要増加を上回りましたが、この分野の売上げ、営業利益共に前年同期に比べ増加いたしました。炭

素製品分野では、球状活性炭は電池用負極材用途の需要が増加いたしましたが、炭素繊維は太陽電池パ

ネル製造用等の高温熱処理炉用断熱材用途の需要が大幅に落ち込んだうえ、円高及び設備投資に伴う

償却費が増加し、この分野の売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしました。

化学製品事業は、医薬・農薬分野では、慢性腎不全用剤「クレメジン」、抗悪性腫瘍剤「クレスチ

ン」共に売上げが増加したこと、及び「クレメジン」の国内販売契約締結に伴う一時金があったこと、

又、農業・園芸用殺菌剤「メトコナゾール」は輸出が増加したことにより、この分野の営業利益は前年

同期に比べ増加いたしました。工業薬品分野では、か性ソーダ・塩酸等の無機薬品類は製品価格が上昇

したものの、クロルベンゼン類は製品価格が下落し、両製品共に販売数量が減少したことにより、この

分野の売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしました。

樹脂製品事業は、コンシューマー・グッズ分野では、家庭用ラップ「NEWクレラップ」は改良された

商品価値を反映する市場価格形成に注力いたしましたが、競争激化により、ふっ化ビニリデン釣糸

「シーガー」と共に売上げは減少し、資材費上昇もあって、この分野の営業利益は前年同期に比べ減少

いたしました。業務用食品包装材分野では、熱収縮多層フィルムの売上げは増加いたしましたが、塩化

ビニリデン・フィルム、ラミネート用ハイバリア・フィルム「ベセーラ」、多層ボトルの売上げは減少

し、この分野の営業利益は前年同期に比べ減少いたしました。

その他事業は、環境関連分野では、産業廃棄物の発生量が大幅に減少いたしましたが、処理費等の削

減に努めた結果、営業利益は前年同期並みとなりました。建設関連分野では、工事進行基準の適用によ

る増加があり、営業利益は増加いたしました。運輸・倉庫関連分野では、運送部門での輸送量が減少い

たしましたが、燃料費低下や経費削減に努めた結果、営業利益は前年同期並みとなりました。

この結果、本セグメントの売上高は前年同期比14.6％増の355億76百万円となり、営業利益は前年同

期比95.4％増の58億1百万円となりました。

　

②ヨーロッパ

機能製品事業は、ふっ化ビニリデン樹脂は売上げが増加いたしましたが、炭素製品は売上げが減少

し、売上げ、営業利益共に前年同期に比べ減少いたしました。樹脂製品事業は、業務用食品包装材分野に

おいて販売実績が前年同期を上回り、円高ユーロ安はありましたが、売上げ、営業利益共に前年同期に

比べ増加いたしました。

この結果、本セグメントの売上高は前年同期比6.1％増の20億81百万円となり、営業利益は前年同期

比1.8％減の1億28百万円となりました。
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③その他の地域

米国におけるPPS樹脂の合弁事業は、自動車用途の不振を脱せず、営業損失に転じることとなりまし

た。中国のうち、炭素繊維加工事業は原価低減を主目的とした当社による購入販売及び中国国内顧客へ

の販売共に需要低迷により減少し、家庭用ラップ販売事業は販売子会社の清算を決定し、現地企業への

輸出に切替えて拡販を図っております。

この結果、本セグメントの売上高は前年同期比43.6％減の3億2百万円となり、営業損益は前年同期80

百万円の営業利益から3億8百万円の営業損失となりました。

　

(2)　財政状態の分析

当第3四半期末の資産の部につきましては、流動資産は、前第4四半期比の売上げ増加による売上債権の

増加、生産調整によるたな卸資産の減少、非連結子会社への貸付金の増加などの結果として、前期末に比

べ5億83百万円増の691億76百万円となりました。有形固定資産は、高水準の設備投資が一服した反面、償

却費増加及び連結範囲変更による減少により、前期末に比べ14億円減の759億63百万円となりました。投

資その他の資産は、投資有価証券の時価が前期末より回復したことによる増加、連結範囲変更に伴う関連

会社株式の増加などにより、前期末に比べ19億90百万円増の371億49百万円となりました。以上の結果、資

産合計は、前期末に比べ9億90百万円増の1,832億14百万円となりました。

負債の部につきましては、有利子負債は短期借入金の減少と長期借入金の増加との差引きとして、前期

末に比べ12億38百万円増の452億71百万円となりましたが、建設工事進行による仕入れ債務の減少などに

より、負債合計として前期末に比べ42百万円減の851億7百万円となりました。

純資産の部につきましては、四半期純利益29億11百万円に対して剰余金の配当等を実施した結果、利益

剰余金が11億86百万円増加し、株式の評価差額金が12億89百万円増加、少数株主持分が連結範囲変更に伴

う減少等による11億80百万円減少などの差引きとして、純資産合計は、前期末に比べ10億32百万円増の

981億7百万円となりました。

このような総資産の変動は、景気低迷の中での設備投資の抑制、在庫圧縮及び一部製品の回復による売

上債権増加という過渡的状況を表しており、先行不透明な中、資産効率の向上に努めてまいりました。

　

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは54億49百万円の収入となり、前年同期比では収入

増加となりました。これは前年同期に比べ運転資本が増加したものの、税引等調整前四半期純利益が増加

したことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは25億8百万円の支出となり、前年同期比

では支出減少となりました。これは前年同期に比べ設備投資による支出が減少したことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、資金返済を行ったことにより、前年同期の42億90百万円の収入か

ら当第3四半期は33億86百万円の支出に転じました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残

高は、67億48百万円となりました。

　

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を

定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は以下のとおりであります。
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株式会社の支配に関する基本方針等

当社は、2007年3月12日に開催された取締役会において、特定株主グループの議決権割合を20％以上と

することを目的とする当社株式等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以

上となる当社株式等の買付行為及びこれに類する行為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同

意したものを除き、又、市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いません。以下、かかる買付

行為等を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為等を行う者を「大規模買付者」といいます。）に対

する対応策（以下「本対応策」といいます。）を決定いたしました。

その後、当社は本対応策のあり方について更なる検討を行い、その結果、その内容の一部を変更した上

で、定時株主総会での株主の承認を条件として本対応策を再導入することを2007年5月15日開催の取締役

会において決議し、同年6月27日開催の定時株主総会において本対応策は承認されました。

①株式会社の支配に関する基本方針

ア．当社の株式は譲渡自由が原則であり、当社の株主は、市場での自由な取引を通じて決まるもの

であります。従って、当社は、当社経営の支配権の移転を伴うような買付提案等に応じるかどうか

の判断も、最終的には株主全体の自由な意思に基づき行われるべきものと考えております。

一方、当社グループは、公表済みの「中期経営計画Grow Globally(グローバル展開による成

長)」(略称：「中計GG」)で定めた事業戦略を機動的に実行し、「グローバルな成長の実現」及

び「新規事業の着実な成果実現」を通して、企業価値・株主共同の利益の向上を重視した経営を

行っております。

イ．当社の企業価値・株主共同の利益の向上に資するものであれば、当社の株式を大量に取得し当

社の経営に関与しようとする買付を否定するものではございませんが、当社株式の買付等の提案

を受けた場合に、それが当社の企業価値・株主共同の利益に影響をおよぼすか否かにつき当社株

主の皆様が適切に判断されるためには、当社株式の買付等の提案をした者による買付後の当社の

企業価値・株主共同の利益の向上に向けた取組み等について当社株主の皆様に十分に把握して

いただく必要があると考えております。

ウ．しかし、当社株式の買付等の提案の中には、会社や株主に対して買付に係る提案内容や代替案

等を検討するための十分な時間や情報を与えないもの、買付目的や買付後の経営方針等に鑑み、

当社の企業価値・株主共同の利益を損なうことが明白であるもの、買付に応じることを株主に強

要するような仕組みを有するもの、買付条件が会社の有する本来の企業価値・株主共同の利益に

照らして不十分又は不適切であるもの等、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれを

もたらすものも想定されます。

当社は、このような企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付行

為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切ではない

と考えております。

②基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、「中計GG」の達成とコーポレート・ガバナンス（企業統治）の確立及び内部統制の強化

の両面から当社の企業価値・株主共同の利益の向上に取組んでおります。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを

防止するための取組みとしての本対応策の概要は以下のとおりであります。

ア．大規模買付ルール導入の目的

当社取締役会は、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否かを株主の皆様に適

切に判断いただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手すると共に、そ

の大規模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ代替案も含めた判断

のために必要な情報を提供することを目的として、大規模買付ルールの導入を決定いたしまし

た。

イ．大規模買付ルールの内容

当社取締役会が設定する大規模買付ルールとは、(ⅰ)事前に大規模買付者が取締役会に対して

必要かつ十分な情報を提供し、(ⅱ)取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行

為を開始する、というものであります。

大規模買付ルールの具体的な手続きとして、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場

合には、まず当社代表取締役宛に、大規模買付ルールに従う旨の誓約等を記載した意向表明書を

ご提出いただきます。それに対し当社は、意向表明書受領後5営業日以内に、株主の皆様の判断及

び取締役会としての意見形成のために、大規模買付者から取締役会に対して提供いただくべき必

要かつ十分な情報（以下、「本必要情報」といいます。）のリストを当該大規模買付者に交付い

たします。

大規模買付者が取締役会に対し本必要情報の提供を完了した後、60日間（対価を現金（円貨）

のみとする公開買付による当社全株式の買付の場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の

場合）を取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会

評価期間」といいます。）といたします。大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開

始されるものといたします。

ウ．大規模買付行為がなされた場合の対応策

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に

反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明し、又は、代替案を提示すること

により、株主の皆様を説得することに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置は

とりません。

但し、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し

難い損害をもたらすなど、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと、取締役会が判断

する場合には、取締役の善管注意義務に基づき、例外的に新株予約権の無償割当て等、会社法その

他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとることがあります。

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、具体的な買付方法の如何にかかわら

ず、取締役会は、当社の企業価値・株主共同の利益を守ることを目的として、新株予約権の無償割

当て等、会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗する

場合があります。
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対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本対応策を適正に

運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性

を担保するため、独立委員会を設置することといたしました。独立委員会の委員は3名以上とし、

公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締

役、社外監査役並びに社外有識者の中から選任いたします。

取締役会は対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、

独立委員会は大規模買付ルールが遵守されているか否か、十分検討した上で対抗措置の発動の是

非について勧告を行うものといたします。

取締役会は、対抗措置を講じるか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するもの

といたします。

エ．有効期間、継続及び廃止

本対応策の有効期間は、2007年6月27日開催の定時株主総会の終結の時より3年間（2010年6月に

開催予定の定時株主総会の時まで）とし、以降、本対応策の継続（一部変更した上での継続を含

みます。）については定時株主総会の承認を経ることといたします。

本対応策は、その有効期間中であっても①株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行

われた場合、又は②取締役会により本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点

で廃止されるものとします。又、取締役会は、本対応策の有効期間中であっても、株主総会での承

認の趣旨の範囲内で、本対応策を変更する場合があります。

オ．株主・投資家に与える影響等

大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要

な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、株主の皆様が代替案の提

示を受ける機会を確保することを目的としております。これにより株主の皆様は、十分な情報の

もとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのこと

が当社の企業価値・株主共同の利益の保護につながるものと考えております。

対抗措置の発動時には、大規模買付者以外の株主の皆様が、法的権利又は経済的側面において格

別の損失を被るような事態は想定しておりません。

但し、大規模買付者については、対抗措置が講じられることにより、結果的にその法的権利又は

経済的側面において不利益が発生する可能性があります。

④上記項目②の取組みとして記載の「中計GG」及び「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の確立

及び内部統制の強化」並びに③の取組みとして記載の本対応策の次に掲げる要件への該当性に関する

当社取締役会の判断及びその判断に係る理由

・当該取組みが基本方針に沿うものであること

・当該取組みが当社の株主の共同の利益を損なうものではないこと

・当該取組みが当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと

「中計GG」及び「コーポレート・ガバナンス（企業統治）の確立及び内部統制の強化」は、い

ずれも企業価値・株主利益の向上の実現を図るためのものであり、当社取締役会は、その内容か

らして、基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位

の維持を目的とするものではないと考えております。
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又、当社取締役会は、本対応策の策定に際して、以下を考慮することにより、本対応策が、上記の

基本方針に沿い、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないと考えております。

ア．買収防衛策に関する指針の要件を充たしていること

本対応策は、「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」

（2005年5月27日　経済産業省・法務省）の定める三原則（1　企業価値・株主共同の利益の確保

・向上の原則、2　事前開示・株主意思の原則、3　必要性・相当性確保の原則）を充たしておりま

す。

イ．株主共同の利益の確保・向上の原則をもって導入されていること

本対応策は、大規模買付行為が行われる場合に、買付に応じるべきか否か株主の皆様に適切に判

断いただけるように、当社取締役会が大規模買付者から必要な情報を入手すると共に、その大規

模買付行為や買付提案を評価・検討する時間を確保し、株主の皆様へ代替案も含めた判断のため

に必要な情報を提供することを可能とすることで、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上さ

せるという目的をもって導入されるものであります。

ウ．株主意思を尊重するものであること

本対応策の有効期間は2007年6月27日開催の定時株主総会の終結の時より3年間とし、以降、本対

応策の継続については定時株主総会の承認を経ることとしております。本対応策は、その有効期

間中であっても株主総会において本対応策を廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点で

廃止されるものとしております。

なお、取締役の任期は従来通り1年とし、その点でも株主意思を尊重するものとなっております。

エ．独立性の高い社外者の判断の重視

本対応策を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の

客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置することといたしました。独立委員会の委

員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立

している社外取締役、社外監査役並びに社外有識者の中から選任いたします。本対応策に記載の

対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、まず取締役会は対抗

措置の発動に先立ち、独立委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は大

規模買付ルールが遵守されているか否か、十分検討した上で対抗措置の発動の是非について勧告

を行うものといたします。なお、独立委員会決議は、原則として、独立委員会の委員全員が出席し、

その過半数をもってこれを行います。（但し、委員に事故あるとき、その他やむを得ない事情があ

るときは、委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。）取締役会は、対抗措置

を講じるか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。

オ．合理的な客観的要件の設定

本対応策は、項目③－ウ．「大規模買付行為がなされた場合の対応策」にて記載したとおり、合

理的かつ詳細な客観的要件が充たされなければ発動されないように設定されており、当社取締役

会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものと考えております。
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(5)　研究開発活動

当第3四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費の総額は13億54百万円であります。

　

(6)　戦略的現状と見通し

当期の日本経済は、産業景気を取り巻く環境は依然厳しく、景気回復は限定的となることが予想されま

す。

このような環境に対し、「機能製品事業」におきましては、炭素製品について、太陽電池向け需要の急

激な落ち込みのなか、更なる品質向上、コスト競争力の強化を図ると共に、生産販売体制のグローバルな

ネットワークの構築を進めてまいります。「化学製品事業」におきましては、引き続き医薬・農薬の市場

拡大を図ってまいります。「樹脂製品事業」におきましては、業務用食品包装フィルム製造のベトナム移

管を着実に進め、当該事業の収益基盤を確立すると共に、今後の成長が期待される東南アジア・インド・

オセアニア地域での事業展開を進めてまいります。又、コンシューマー・グッズのリニューアルを核とし

た拡販・商品価値を反映した市場価格形成を継続してまいります。「その他事業」におきましても、原価

低減等を推進してまいります。又、厳しい事業環境でありますが、将来の成長基盤構築のための投資も着

実に進めてまいります。

EDINET提出書類

株式会社クレハ(E00761)

四半期報告書

14/47



第３ 【設備の状況】

(1)　主要な設備の状況

当第3四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)　設備の新設、除却等の計画

当第3四半期連結会計期間において、第2四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

なお、炭素繊維製造設備の増強工事は、2009年12月完了を予定しておりましたが、2010年3月完了予定に

変更となっております。

又、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 600,000,000

計 600,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第3四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2009年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2010年2月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 181,683,909181,683,909

東京証券取引所
（市場第1部）　　　
大阪証券取引所
（市場第1部）

株主としての権利内容に制限
のない、標準となる株式
単元株式数は1,000株であり
ます。

計 181,683,909181,683,909― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

新株予約権

当社は会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき新株予約権を発行しております。

　
　　2007年6月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議に基づく新株予約権

　
第3四半期会計期間末現在
(2009年12月31日)

新株予約権の数（個） 304（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 30,400

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 2007年7月18日～2037年7月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　551
資本組入額　276

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約
権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2007年6月27日から2008年6月26日ま
での間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役
の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行
使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当
者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することがで
きないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。　　　　　　　

　　　ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式

数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

　

　　　調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 
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　　2008年6月26日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権

　
第3四半期会計期間末現在
(2009年12月31日)

新株予約権の数（個） 320（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 32,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 2008年7月23日～2038年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　566
資本組入額　283

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約
権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2008年6月26日から2009年6月25日ま
での間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役
の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行
使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当
者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することがで
きないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。　　　　　　　

　　　ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式

数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

　

　　　調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 
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　　2009年6月25日開催の取締役会の決議に基づく新株予約権

　
第3四半期会計期間末現在
(2009年12月31日)

新株予約権の数（個） 555（注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 55,500

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1

新株予約権の行使期間 2009年7月22日～2039年7月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　487
資本組入額　244

新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日
の翌日から10日を経過する日までの間に限り新株予約
権を一括してのみ行使することができる。
②新株予約権者が2009年6月25日から2010年6月24日ま
での間に辞任、死亡その他の理由により当社の取締役
の地位を喪失した場合には、その在任期間に応じて、行
使できる新株予約権の数を減ずるものとする。
③割当対象者が新株予約権を放棄した場合、当該割当
者は当該放棄にかかる新株予約権を行使することがで
きないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。　　　　　　　

　　　ただし、新株予約権の割当日後に、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により割当株式

数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

　

　　　調整後割当株式数＝調整前割当株式数×株式分割又は株式併合の比率 
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(3) 【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2009年10月1日から
2009年12月31日まで

― 181,683,909 ― 12,460 ― 10,203

　

　

(5) 【大株主の状況】

当第3四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(注)  1  当第3四半期会計期間において、株式会社みずほコーポレート銀行並びにその共同保有者であるみずほ信託銀

行株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社から2009年10月7日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付

があり、2009年9月30日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第3四半

期会計期間末日現在における実質所有株式数の確認ができません。

  　なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数
の割合（％）

株式会社みずほコーポレー
ト銀行

東京都千代田区丸の内1－3－3 5,961 3.28

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲1－2－1 4,427 2.44

みずほ投信投資顧問　　
株式会社

東京都港区三田3－5－27 1,123 0.62

計 ― 11,511 6.34

　　  2　当第3四半期会計期間において、住友信託銀行株式会社並びにその共同保有者である日興アセットマネジメント

株式会社から2009年10月21日付の大量保有報告書の写しの送付があり、2009年10月15日現在で以下の株式を

所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第3四半期会計期間末日現在における実質所有株式

数の確認ができません。

 　 なお、大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する所有株式数
の割合（％）

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜4－5－33 3,009 1.66

日興アセットマネジメント
株式会社

東京都港区赤坂9－7－1 10,859 5.98

計 ― 13,868 7.63
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(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である2009年9月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

　　2009年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

 (自己保有株式)
普通株式 　2,493,000
 (相互保有株式)
普通株式　　　15,000

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式
単元株式数は1,000株であります。

完全議決権株式(その他) 普通株式 178,623,000178,623 同上

単元未満株式 普通株式　   552,909 ― 同上

発行済株式総数 181,683,909― ―

総株主の議決権 ― 178,623 ―

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式等が以下のとおり含まれております。

　　　 (自己保有株式)

　　　  ㈱クレハ　                 440株

　

② 【自己株式等】

　　2009年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 　 　 　 　 　

㈱クレハ
東京都中央区日本橋
浜町3―3―2

2,493,000 ─ 2,493,000 1.37

(相互保有株式) 　 　 　 　 　

エルメック電子工業㈱
新潟県新潟市北区木崎
尾山前778―45

15,000 ─ 　15,000 0.01

計 ― 2,508,000 ─ 2,508,000 1.38

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
2009年
　4月 　5月 　6月 　7月 　8月 　9月 　10月 　11月 　12月

最高(円) 447 449 520 570 611 580 543 497 475

最低(円) 363 390 423 488 539 521 466 397 413

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所（市場第1部）におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

    役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役
専務執行役員

 炭素製品、クレハロン
 各事業部管掌、高機能
 材事業部長

代表取締役
専務執行役員

 炭素・電池材、クレハ
 ロン各事業部管掌、高
 機能材事業部長

萩 野 弘 二 2009年10月1日

(注)  当社ではコーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化及び当社のグループ経営における意思決定や業務執行

の迅速化を図るため、取締役会のダウンサイズを行うと共に経営の「監督機能」と「執行機能」の役割を分離し

それぞれの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員の異動は次のとおりであります。
    　　　担当の異動

新役位及び担当 旧役位及び担当 氏名 異動年月日

執行役員  炭素製品事業部長 執行役員
 炭素・電池材
 事業部長

渋 谷 幸 広 2009年10月1日

　

EDINET提出書類

株式会社クレハ(E00761)

四半期報告書

22/47



第５ 【経理の状況】

1　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第3四半期連結会計期間（2008年10月1日から2008年12月31日まで）及び前第3四半期連結累計期

間（2008年4月1日から2008年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第3四半期

連結会計期間（2009年10月1日から2009年12月31日まで）及び当第3四半期連結累計期間（2009年4月1日か

ら2009年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

2　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第3四半期連結会計期間（2008年10月1日か

ら2008年12月31日まで）及び前第3四半期連結累計期間（2008年4月1日から2008年12月31日まで）に係る

四半期連結財務諸表並びに当第3四半期連結会計期間（2009年10月1日から2009年12月31日まで）及び当第

3四半期連結累計期間（2009年4月1日から2009年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、監査

法人日本橋事務所により四半期レビューを受けております。
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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3四半期
連結会計期間末

(2009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

(2009年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,748 7,264

受取手形及び売掛金 ※3
 30,743 30,137

有価証券 － 5

商品及び製品 15,362 17,773

仕掛品 2,974 2,005

原材料及び貯蔵品 5,463 5,962

その他 8,031 5,597

貸倒引当金 △146 △154

流動資産合計 69,176 68,592

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 28,388 26,930

機械装置及び運搬具（純額） 24,639 25,113

その他（純額） 22,934 25,320

有形固定資産合計 ※1
 75,963

※1
 77,363

無形固定資産 925 1,108

投資その他の資産

投資有価証券 21,204 18,678

その他 16,362 16,975

貸倒引当金 △417 △494

投資その他の資産合計 37,149 35,159

固定資産合計 114,037 113,631

資産合計 183,214 182,224
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(単位：百万円)

当第3四半期
連結会計期間末

(2009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

(2009年3月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※3
 17,683 18,228

短期借入金 14,344 17,353

未払法人税等 2,538 1,216

賞与引当金 932 2,224

役員賞与引当金 51 64

その他 12,708 13,349

流動負債合計 48,259 52,436

固定負債

社債 15,000 15,000

長期借入金 15,927 11,680

退職給付引当金 1,277 2,047

役員退職慰労引当金 345 432

その他 4,297 3,552

固定負債合計 36,848 32,713

負債合計 85,107 85,149

純資産の部

株主資本

資本金 12,460 12,460

資本剰余金 9,948 10,013

利益剰余金 73,965 72,779

自己株式 △1,252 △1,265

株主資本合計 95,122 93,988

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,045 3,756

繰延ヘッジ損益 △0 △5

為替換算調整勘定 △2,380 △2,165

評価・換算差額等合計 2,664 1,586

新株予約権 48 47

少数株主持分 271 1,452

純資産合計 98,107 97,074

負債純資産合計 183,214 182,224
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(2)　【四半期連結損益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第3四半期連結累計期間
(自　2008年4月1日
　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2009年4月1日
　至　2009年12月31日)

売上高 107,181 97,677

売上原価 76,194 71,025

売上総利益 30,986 26,652

販売費及び一般管理費 *1
 21,905

*1
 20,499

営業利益 9,081 6,153

営業外収益

受取利息 52 46

受取配当金 673 590

持分法による投資利益 300 223

負ののれん償却額 65 158

その他 154 210

営業外収益合計 1,246 1,228

営業外費用

支払利息 552 567

売上割引 357 343

為替差損 278 69

その他 524 403

営業外費用合計 1,713 1,383

経常利益 8,614 5,998

特別利益

固定資産売却益 63 92

投資有価証券売却益 － 204

移転補償金 － 254

持分変動利益 62 －

その他 88 57

特別利益合計 214 609

特別損失

固定資産除売却損 1,137 1,266

減損損失 － 21

たな卸資産評価損 869 －

投資有価証券評価損 529 －

その他 330 96

特別損失合計 2,867 1,384

税金等調整前四半期純利益 5,961 5,223

法人税等 *2
 3,097

*2
 2,480

少数株主損失（△） △65 △168

四半期純利益 2,929 2,911
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【第3四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第3四半期連結会計期間
(自　2008年10月1日
　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結会計期間
(自　2009年10月1日
　至　2009年12月31日)

売上高 33,532 37,960

売上原価 23,202 26,067

売上総利益 10,329 11,893

販売費及び一般管理費 ※1
 7,085

※1
 6,263

営業利益 3,243 5,630

営業外収益

受取利息 10 16

受取配当金 308 224

持分法による投資利益 73 77

負ののれん償却額 15 51

その他 38 65

営業外収益合計 445 435

営業外費用

支払利息 180 183

売上割引 128 103

為替差損 148 30

その他 87 155

営業外費用合計 545 472

経常利益 3,144 5,593

特別利益

移転補償金 － 254

持分変動利益 62 －

その他 13 4

特別利益合計 75 259

特別損失

固定資産除売却損 542 931

投資有価証券評価損 518 －

その他 4 38

特別損失合計 1,064 970

税金等調整前四半期純利益 2,155 4,882

法人税等 ※2
 1,344

※2
 2,098

少数株主損失（△） △16 △116

四半期純利益 827 2,899
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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3四半期連結累計期間
(自　2008年4月1日
　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2009年4月1日
　至　2009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 5,961 5,223

減価償却費 7,521 8,095

減損損失 － 21

のれん及び負ののれん償却額 △65 △71

引当金の増減額（△は減少） △327 △966

受取利息及び受取配当金 △725 △637

支払利息 552 567

持分法による投資損益（△は益） △300 △223

有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） 1,073 1,174

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 529 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △12 △204

売上債権の増減額（△は増加） 2,923 △938

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,721 1,642

その他の資産の増減額（△は増加） △527 △1,851

仕入債務の増減額（△は減少） 1,837 △316

その他の負債の増減額（△は減少） 1,131 43

その他 △867 278

小計 9,982 11,836

利息及び配当金の受取額 726 910

利息の支払額 △528 △582

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,151 △1,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,029 10,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △11,495 △10,537

有形及び無形固定資産の売却による収入 172 154

有形固定資産の除却による支出 △130 △392

投資有価証券の取得による支出 △733 △83

投資有価証券の売却による収入 46 413

出資金の払込による支出 △645 △103

子会社株式の取得による支出 △208 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

－ 547

貸付けによる支出 △570 △466

貸付金の回収による収入 86 56

事業譲受による支出 △598 －

その他 △261 △82

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,338 △10,493
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(単位：百万円)

前第3四半期連結累計期間
(自　2008年4月1日
　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結累計期間
(自　2009年4月1日
　至　2009年12月31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） 2,732 △4,013

長期借入れによる収入 1,215 8,050

長期借入金の返済による支出 △3,388 △2,847

社債の発行による収入 9,942 －

少数株主からの払込みによる収入 716 －

自己株式の売却による収入 59 0

自己株式の取得による支出 △773 △5

配当金の支払額 △1,698 △1,791

少数株主への配当金の支払額 △34 △3

その他 △15 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,754 △647

現金及び現金同等物に係る換算差額 60 △209

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）

－ △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,506 △516

現金及び現金同等物の期首残高 6,120 7,264

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 7,626

※
 6,748
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【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】

　

当第3四半期連結累計期間

(自　2009年4月1日

　至　2009年12月31日)

1　連結の範囲に関する事項の変更

(1)連結の範囲の変更

前連結会計年度において連結子会社でありました加古川プラスチックス㈱（2009年10月1日付け東

レKPフィルム㈱に社名変更）は、2009年6月に株式の一部を売却したことにより、持分法適用関連会社

になったため、連結の範囲から除外しております。

(2)変更後の連結子会社の数　33社

2　持分法の適用に関する事項の変更

　 持分法適用関連会社

前連結会計年度において連結子会社でありました加古川プラスチックス㈱（2009年10月1日付け東

レKPフィルム㈱に社名変更）は、2009年6月に株式の一部を売却したことにより、連結子会社から持分

法適用関連会社に異動しております。

変更後の持分法適用関連会社の数　2社

3　会計処理基準に関する事項の変更

　 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

従来、請負工事に係る収益の計上基準については、請負金額等を基準として一部の工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を第1四半期連結会計期間より適用し、第1

四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基

準を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。なお、当該変更がセグメントに与える影響は軽微

であるため、当該箇所への記載は省略しております。
　

　

【表示方法の変更】

　

当第3四半期連結会計期間

(自　2009年10月1日

　至　2009年12月31日)

（四半期連結貸借対照表関係）

前第3四半期連結会計期間において区分掲記しておりました「のれん」（前第3四半期連結会計期

間359百万円、当第3四半期連結会計期間249百万円）は、資産の総額の100分の1以下のため、「無形固

定資産」に含めて表示することといたしました。
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【簡便な会計処理】

　

当第3四半期連結累計期間

(自　2009年4月1日

　至　2009年12月31日)

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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、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ます。
　

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第3四半期連結累計期間

(自　2009年4月1日

　至　2009年12月31日)

1　原価差異の繰延処理

季節的に変動する操業度により発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解消

が見込まれるため、当該原価差異を流動資産として繰延べております。

2　税金費用の計算

当連結会計年度のグループ各社の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第3四半期連結会計期間末

(2009年12月31日)

前連結会計年度末

(2009年3月31日)

※1　有形固定資産の減価償却累計額は、157,532百万円
であります。

※1　有形固定資産の減価償却累計額は、157,052百万円
であります。

　2　保証債務

　　　金融機関からの借入金に対する保証

従業員 324百万円

クレハ・ベトナムCo.，Ltd. 193百万円

　 (2,100千米ドル)

　　　　〃　　　（円建） 360百万円

計 877百万円

　2　保証債務

　　　金融機関からの借入金に対する保証

従業員 397百万円

※3　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ
きましては、手形交換日をもって決済処理しており
ます。

　　なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休
日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期
手形が四半期連結会計期間末残高に含まれており
ます。

　　　　　　　　――――――

　　　受取手形　　　　　　　　　　　　317百万円

　　　支払手形　　　　　　　　　　　　737百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

第3四半期連結累計期間

　

前第3四半期連結累計期間

(自　2008年4月1日

　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2009年4月1日

　至　2009年12月31日)

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

給料 5,039百万円

賞与引当金繰入額 374百万円

研究開発費 4,460百万円

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

給料 4,957百万円

賞与引当金繰入額 391百万円

研究開発費 4,155百万円

※2　「法人税等」には、「法人税等調整額」を含めて表
示しております。

※2　　　　　　　　　同左

　

第3四半期連結会計期間

　

前第3四半期連結会計期間

(自　2008年10月1日

　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(自　2009年10月1日

　至　2009年12月31日)

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

給料 1,606百万円

賞与引当金繰入額 374百万円

研究開発費 1,459百万円

※1　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。

給料 1,625百万円

賞与引当金繰入額 391百万円

研究開発費 1,354百万円

※2　「法人税等」には、「法人税等調整額」を含めて表
示しております。

※2　　　　　　　　　同左

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第3四半期連結累計期間

(自　2008年4月1日

　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2009年4月1日

　至　2009年12月31日)

※ 　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（2008年12月31日現在）

※ 　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（2009年12月31日現在）

現金及び預金勘定 7,626百万円

現金及び現金同等物 7,626百万円
　

現金及び預金勘定 6,748百万円

現金及び現金同等物 6,748百万円
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(株主資本等関係)

当第3四半期連結会計期間末（2009年12月31日）及び当第3四半期連結累計期間（自　2009年4月1日　至　2009

年12月31日）

1　発行済株式に関する事項

株式の種類

当第3四半期

連結会計期間末

(株)

普通株式 181,683,909

　

2　自己株式に関する事項

株式の種類

当第3四半期

連結会計期間末

(株)

普通株式 2,495,044

　

3　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳

当第3四半期

連結会計期間末残高

(百万円)

 提出会社
ストック・オプションと
しての新株予約権

48

　

4　配当に関する事項

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

2009年4月21日
取締役会

普通株式 895 5 2009年3月31日2009年6月2日 利益剰余金

2009年10月20日
取締役会

普通株式 895 5 2009年9月30日2009年12月2日 利益剰余金

　

(2)　基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　　該当事項はありません。

　

5　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第3四半期連結会計期間（自　2008年10月1日　至　2008年12月31日）

　
機能製品　事

業

(百万円)

化学製品　事
業

(百万円)

樹脂製品　事
業

(百万円)

その他事業

(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

7,207 8,40711,6236,29333,532 － 33,532

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

156 42 278 5,963 6,440(6,440) －

計 7,363 8,44911,90212,25739,972(6,440)33,532

営業費用 7,133 7,20710,98011,62136,943(6,655)30,288

営業利益 230 1,241 922 635 3,029 214 3,243

(注) 1　事業区分の方法

 　機能製品事業、化学製品事業、樹脂製品事業の3事業とその他事業にセグメンテーションしております。

2　各事業区分の主要製品及び役務の名称

事業区分 主要製品等

機能製品
事業

PPS樹脂、ふっ化ビニリデン樹脂
制電樹脂、静電気障害対策製品
炭素繊維、球状活性炭、特殊炭素材料
金属蒸着フィルム

化学製品
事業

慢性腎不全用剤、抗悪性腫瘍剤
麦・菜種用殺菌剤、種子消毒用殺菌剤
か性ソーダ、塩酸、液体塩素、次亜塩素酸ソーダ
モノクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、オルソジクロルベンゼン
粒状培土、園芸培土

樹脂製品
事業

家庭用ラップ、流し台用水切りゴミ袋、掃除機用紙パック
プラスチック製食品保存容器、ふっ化ビニリデン釣糸
塩化ビニリデン・フィルム、塩化ビニリデン・コンパウンド
熱収縮多層フィルム、多層ボトル
ラミネート用ハイバリア・フィルム、自動充填結紮機

その他
事業

環境修復及び産業廃棄物の処理、産業設備の設計・工事監理業務
土木・建築工事の施工請負業務、運送及び倉庫業務、理化学分析、測定、試験及び検査業務
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当第3四半期連結会計期間（自　2009年10月1日　至　2009年12月31日）

　
機能製品　事

業

(百万円)

化学製品　事
業

(百万円)

樹脂製品　事
業

(百万円)

その他事業

(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

6,85412,74911,2157,14137,960 － 37,960

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

139 43 328 2,997 3,508(3,508) －

計 6,99312,79311,54310,13941,469(3,508)37,960

営業費用 7,771 7,76810,6699,47735,687(3,356)32,330

営業利益又は
営業損失（△）

△777 5,024 873 661 5,782 (151) 5,630

(注) 1　事業区分の方法

 　機能製品事業、化学製品事業、樹脂製品事業の3事業とその他事業にセグメンテーションしております。

2　各事業区分の主要製品及び役務の名称

事業区分 主要製品等

機能製品
事業

PPS樹脂、ふっ化ビニリデン樹脂
制電樹脂、静電気障害対策製品
炭素繊維、球状活性炭、特殊炭素材料

化学製品
事業

慢性腎不全用剤、抗悪性腫瘍剤、農業・園芸用殺菌剤
か性ソーダ、塩酸、液体塩素、次亜塩素酸ソーダ
モノクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、オルソジクロルベンゼン
粒状培土、園芸培土

樹脂製品
事業

家庭用ラップ、流し台用水切りゴミ袋、クッキングシート
プラスチック製食品保存容器、ふっ化ビニリデン釣糸
塩化ビニリデン・フィルム、塩化ビニリデン・コンパウンド
熱収縮多層フィルム、多層ボトル
ラミネート用ハイバリア・フィルム、自動充填結紮機（食品包装用）

その他
事業

環境修復及び産業廃棄物の処理、産業設備の設計・工事監理業務
土木・建築工事の施工請負業務、運送及び倉庫業務、理化学分析、測定、試験及び検査業務

　

EDINET提出書類

株式会社クレハ(E00761)

四半期報告書

35/47



前第3四半期連結累計期間（自　2008年4月1日　至　2008年12月31日）

　
機能製品　事

業

(百万円)

化学製品　事
業

(百万円)

樹脂製品　事
業

(百万円)

その他事業

(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

27,48525,82634,37819,490107,181 － 107,181

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

477 152 913 14,20415,747(15,747) －

計 27,96325,97935,29133,694122,928(15,747)107,181

営業費用 26,35521,79333,21032,397113,756(15,655)98,100

営業利益 1,608 4,185 2,080 1,297 9,172 (91) 9,081

(注) 1　事業区分の方法

 　機能製品事業、化学製品事業、樹脂製品事業の3事業とその他事業にセグメンテーションしております。

2　各事業区分の主要製品及び役務の名称

事業区分 主要製品等

機能製品
事業

PPS樹脂、ふっ化ビニリデン樹脂
制電樹脂、静電気障害対策製品
炭素繊維、球状活性炭、特殊炭素材料
金属蒸着フィルム

化学製品
事業

慢性腎不全用剤、抗悪性腫瘍剤
麦・菜種用殺菌剤、種子消毒用殺菌剤
か性ソーダ、塩酸、液体塩素、次亜塩素酸ソーダ
モノクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、オルソジクロルベンゼン
粒状培土、園芸培土

樹脂製品
事業

家庭用ラップ、流し台用水切りゴミ袋、掃除機用紙パック
プラスチック製食品保存容器、ふっ化ビニリデン釣糸
塩化ビニリデン・フィルム、塩化ビニリデン・コンパウンド
熱収縮多層フィルム、多層ボトル
ラミネート用ハイバリア・フィルム、自動充填結紮機

その他
事業

環境修復及び産業廃棄物の処理、産業設備の設計・工事監理業務
土木・建築工事の施工請負業務、運送及び倉庫業務、理化学分析、測定、試験及び検査業務

3　「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」を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。

　　　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第3四半期連結累計期間の営業費用は「機能製品事業」が349百

万円、「化学製品事業」が0百万円、「樹脂製品事業」が343百万円、「その他事業」が43百万円増加し、営業利

益がそれぞれ同額減少しております。

4　従来、樹脂製品事業に含めておりましたクレハ　エクステック㈱は、事業再編により機能製品事業の割合が増加

し、今後もこの傾向が予想されるため、第1四半期連結会計期間より機能製品事業として区分することに変更

いたしました。当該変更がセグメントに与える影響は軽微であります。
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当第3四半期連結累計期間（自　2009年4月1日　至　2009年12月31日）

　
機能製品　事

業

(百万円)

化学製品　事
業

(百万円)

樹脂製品　事
業

(百万円)

その他事業

(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

20,85226,99832,19317,63297,677 － 97,677

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

460 120 889 10,80112,271(12,271) －

計 21,31327,11833,08328,433109,949(12,271)97,677

営業費用 23,00120,95231,38028,061103,396(11,871)91,524

営業利益又は
営業損失(△)

△1,688 6,165 1,703 372 6,552 (399) 6,153

(注) 1　事業区分の方法

 　機能製品事業、化学製品事業、樹脂製品事業の3事業とその他事業にセグメンテーションしております。

2　各事業区分の主要製品及び役務の名称

事業区分 主要製品等

機能製品
事業

PPS樹脂、ふっ化ビニリデン樹脂、制電樹脂、静電気障害対策製品
炭素繊維、球状活性炭、特殊炭素材料

化学製品
事業

慢性腎不全用剤、抗悪性腫瘍剤、農業・園芸用殺菌剤
か性ソーダ、塩酸、液体塩素、次亜塩素酸ソーダ
モノクロルベンゼン、パラジクロルベンゼン、オルソジクロルベンゼン
粒状培土、園芸培土

樹脂製品
事業

家庭用ラップ、流し台用水切りゴミ袋、クッキングシート
プラスチック製食品保存容器、ふっ化ビニリデン釣糸
塩化ビニリデン・フィルム、塩化ビニリデン・コンパウンド
熱収縮多層フィルム、多層ボトル、ラミネート用ハイバリア・フィルム
自動充填結紮機（食品包装用）

その他
事業

環境修復及び産業廃棄物の処理、産業設備の設計・工事監理業務
土木・建築工事の施工請負業務、運送及び倉庫業務、理化学分析、測定、試験及び検査業務
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【所在地別セグメント情報】

前第3四半期連結会計期間（自　2008年10月1日　至　2008年12月31日）

　
日本

(百万円)

ヨーロッパ

(百万円)

その他の地域

(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

31,033 1,962 536 33,532 － 33,532

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,095 9 259 1,364 (1,364) －

計 32,128 1,971 795 34,896(1,364)33,532

営業費用 29,159 1,840 715 31,716(1,428)30,288

営業利益 2,968 130 80 3,179 64 3,243

(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　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー

(2) その他の地域……アメリカ、中国

　

当第3四半期連結会計期間（自　2009年10月1日　至　2009年12月31日）

　
日本

(百万円)

ヨーロッパ

(百万円)

その他の地域

(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

35,576 2,081 302 37,960 － 37,960

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

614 4 51 670 (670) －

計 36,190 2,086 354 38,631 (670) 37,960

営業費用 30,389 1,957 662 33,010 (679) 32,330

営業利益又は
営業損失（△）

5,801 128 △308 5,621 9 5,630

(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　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー

(2) その他の地域……アメリカ、中国
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前第3四半期連結累計期間（自　2008年4月1日　至　2008年12月31日）

　
日本

(百万円)

ヨーロッパ

(百万円)

その他の地域

(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

96,645 8,426 2,110 107,181 － 107,181

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,356 72 796 5,225 (5,225) －

計 101,002 8,498 2,906 112,407(5,225)107,181

営業費用 93,092 7,909 2,398 103,399(5,299)98,100

営業利益 7,909 589 508 9,007 74 9,081

(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　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー

(2) その他の地域……アメリカ、中国

3　「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」を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下

による簿価切下げの方法）に変更しております。

　　　この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第3四半期連結累計期間の「日本」の営業費用が736百万円増加

し、営業利益が同額減少しております。

　

当第3四半期連結累計期間（自　2009年4月1日　至　2009年12月31日）

　
日本

(百万円)

ヨーロッパ

(百万円)

その他の地域

(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

89,519 7,264 893 97,677 － 97,677

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,349 32 515 2,897 (2,897) －

計 91,869 7,297 1,408 100,575(2,897)97,677

営業費用 85,572 6,788 2,149 94,510(2,986)91,524

営業利益又は
営業損失(△)

6,297 508 △741 6,064 88 6,153

(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　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー

(2) その他の地域……アメリカ、中国
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【海外売上高】

前第3四半期連結会計期間（自　2008年10月1日　至　2008年12月31日）

　 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,181 1,956 765 5,902

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 33,532

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

9.5 5.8 2.3 17.6

(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) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス

(2) アジア……中国、台湾、韓国

(3) その他の地域……アメリカ

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。

　

当第3四半期連結会計期間（自　2009年10月1日　至　2009年12月31日）

　 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,805 2,521 779 7,106

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 37,960

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

10.0 6.6 2.1 18.7

(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) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス

(2) アジア……中国、台湾、韓国

(3) その他の地域……アメリカ

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。
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前第3四半期連結累計期間（自　2008年4月1日　至　2008年12月31日）

　 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 11,880 7,058 3,183 22,122

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 107,181

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

11.1 6.6 3.0 20.6

(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) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス

(2) アジア……中国、台湾、韓国

(3) その他の地域……アメリカ

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。

　

当第3四半期連結累計期間（自　2009年4月1日　至　2009年12月31日）

　 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 9,783 7,306 2,542 19,633

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 97,677

Ⅲ　連結売上高に占める海外
売上高の割合（％）

10.0 7.5 2.6 20.1

(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) ヨーロッパ……イギリス、フランス、ドイツ、オランダ、ベルギー、スイス

(2) アジア……中国、台湾、韓国

(3) その他の地域……アメリカ

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。

　

(有価証券関係)

当第3四半期連結会計期間末（2009年12月31日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比べて著しい変動があ

りません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第3四半期連結会計期間（自　2009年10月1日　至　2009年12月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

　

(企業結合等関係)

当第3四半期連結会計期間（自　2009年10月1日　至　2009年12月31日）

該当事項はありません。
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(1株当たり情報)

1　1株当たり純資産額

　

当第3四半期連結会計期間末

(2009年12月31日)

前連結会計年度末

(2009年3月31日)

　 545円72銭

　

　 533円45銭

　

(注)　1株当たり純資産額の算定上の基礎

　
当第3四半期連結会計期間末

(2009年12月31日)

前連結会計年度末

(2009年3月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 98,107 97,074

普通株式に係る純資産額（百万円） 97,787 95,575

差額の主な内訳（百万円） 　 　

　新株予約権 48 47

　少数株主持分 271 1,452

普通株式の発行済株式数（株） 181,683,909 181,683,909

普通株式の自己株式数（株） 2,495,044 2,520,011

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
（株）

179,188,865 179,163,898

　

２  1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

第3四半期連結累計期間

前第3四半期連結累計期間

(自　2008年4月1日

　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2009年4月1日

　至　2009年12月31日)

1株当たり四半期純利益 16円26銭

潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益

16円26銭

　

1株当たり四半期純利益 16円25銭

潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益

16円24銭

　

(注)　1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

前第3四半期連結累計期間

(自　2008年4月1日

　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2009年4月1日

　至　2009年12月31日)

1株当たり四半期純利益 　 　

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 2,929 2,911

　普通株式に係る四半期純利益（百万円） 2,929 2,911

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式の期中平均株式数（株） 180,127,401 179,181,179

潜在株式調整後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の算定に用い
られた四半期純利益調整額の内訳

－ －

　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の内訳（株）

　 　

　　新株予約権 76,457 105,867

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当

　たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

　で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

　の概要

――― ―――
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第3四半期連結会計期間

前第3四半期連結会計期間

(自　2008年10月1日

　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(自　2009年10月1日

　至　2009年12月31日)

1株当たり四半期純利益 4円61銭

潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益

4円61銭

　

1株当たり四半期純利益 16円18銭

潜在株式調整後
1株当たり四半期純利益

16円17銭

　

(注)　1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

前第3四半期連結会計期間

(自　2008年10月1日

　至　2008年12月31日)

当第3四半期連結会計期間

(自　2009年10月1日

　至　2009年12月31日)

1株当たり四半期純利益 　 　

　四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 827 2,899

　普通株式に係る四半期純利益（百万円） 827 2,899

　普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

　普通株式の期中平均株式数（株） 179,400,701 179,188,367

潜在株式調整後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の算定に用い
られた四半期純利益調整額の内訳

－ －

　潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に用い
られた普通株式増加数の内訳（株）

　 　

　　新株予約権 96,672 117,649

　希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当

　たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

　で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

　の概要

――― ―――

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

2009年10月20日開催の取締役会において、2009年9月30日最終の株主名簿に記録された株主又は登録質権

者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　895百万円

②　1株当たりの配当金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 　　　　　　　　　　　　 2009年12月2日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

2009年2月9日

株式会社クレハ

取締役会　御中

　

監　査　法　人　日　本　橋　事　務　所

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　倉　　　　　明　　印

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　　下　　雅　　彦　　印

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社クレハの2008年4月1日から2009年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2008年10月1日か

ら2008年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2008年4月1日から2008年12月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社クレハ及び連結子会社の2008年12月

31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績

並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) 1　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

2　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

2010年2月8日

株式会社クレハ

取締役会　御中

　

監　査　法　人　日　本　橋　事　務　所

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　小　　倉　　　　　明　　印

　

指 定 社 員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　　下　　雅　　彦　　印

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社クレハの2009年4月1日から2010年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2009年10月1日か

ら2009年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2009年4月1日から2009年12月31日まで)に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社クレハ及び連結子会社の2009年12月

31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績

並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がす

べての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

　
 

(注) 1　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

2　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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