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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 6,453 ― 191 ― 310 ― 194 ―

20年3月期第1四半期 6,085 6.7 404 △13.1 446 △9.5 269 △53.7

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

21年3月期第1四半期 9.68 ―

20年3月期第1四半期 13.47 ―

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

21年3月期第1四半期 34,015 24,626 72.4 1,226.37
20年3月期 32,696 24,343 74.5 1,219.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  24,626百万円 20年3月期  24,343百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 7.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期連結累計期間 13,600 8.8 650 △21.8 680 △23.8 400 △19.5 20.04
通期 27,500 6.0 1,120 △27.3 1,160 △24.6 700 △7.8 35.06

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、４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） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(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 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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） 21年3月期第1四半期  20,081,955株 20年3月期  20,081,955株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  889株 20年3月期  118,324株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  20,081,145株 20年3月期第1四半期  19,994,594株

－1－
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【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
当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格及び原材料価格の高騰や、サブプライム問題による金融市

場の混乱等により、景気の減速感が強まってまいりました。
このような環境下、当社グループは、新規顧客の開拓、新製品の開発、生産の効率化及び経費節

減に鋭意努力いたしました。この結果、当第１四半期の連結売上高は64億53百万円(前年同期比
6.0％増)となりましたが、連結営業利益は原材料高などの影響を受け、１億91百万円(前年同期比
52.7％減)、連結経常利益は３億10百万円(前年同期比30.5％減)、連結四半期純利益は１億94百
万円(前年同期比27.9％減)となりました。

製品部門別の連結売上状況は、以下の通りです。
梱包・包装用テープにつきましては、荷動きの停滞や布粘着テープなどの一部布製品の値上げによる買い

控えが影響し厳しい状況にありましたが、地道な営業活動を展開した結果、売上高は12億77百万円(前年同期
比7.8％増)となりました。
電機・電子用テープにつきましては、薄型テレビや携帯電話、ゲーム機等のデジタル家電関連テープが引

き続き好調に推移し、売上高は、33億21百万円(前年同期比7.3％増)となりました。
産業用テープにつきましては、養生用布テープやＰカット(ポリエチレンクロステープ)等が、住宅建築・

リフォームの低調等の影響を受け、売上高は18億55百万円(前年同期比2.7％増)と前年同期比微増にとどまり
ました。

　
2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ4.0％増加し340億15百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度と比べ2.4％増加し178億77百万円となりました。これは、主として「受取手

形及び売掛金」が増加したことによります。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ5.9％増加し161億37百万円となりました。これは建設仮勘定が増加

したことが主な要因です。
当第１四半期末の負債合計は前連結会計年度末と比べ12.4％増加し93億88百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度と比べ10.9％増加し91億28百万円となりました。これは、主として設備関係の

債務が増加したことによります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ138百万円増加し260百万円となりました。これは、主として平成

20年４月１日付けで神栄商事株式会社を完全子会社化したことに伴い「負ののれん」が増加したことによ
ります。
当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ1.2％増加し246億26百万円となりました。これ

は、主として「その他有価証券評価差額金」が増加したことによります。
　
（キャッシュ・フローについて）
当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ23百万

円減少し、60億16百万円となりました。
   

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、３億97百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益（２
億74百万円）等によるものであります。
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって使用した資金は、３億42百万円となりました。これは、主に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）

財務活動による資金の減少は１億72百万円となっております。これは、主に配当金の支払によるものであ
ります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月14日に公表致しました業績予想に変更はござい

ません。
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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)

該当事項はありません。

(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
一部の連結会社は税金費用の計算等について簡便な会計処理を適用しております。

(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
（会計基準等の改正に伴う変更）

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14日)

及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14

日)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成してお

ります。

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によってお

りましたが、当第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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ95百万円減少しております。

③ 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の

取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用しております。なお、この変更による損益

への影響はありません。

― 3 ―
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5. 【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1四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,316 6,339

受取手形及び売掛金 7,656 7,112

商品 85 90

製品 760 788

原材料 1,030 902

仕掛品 1,635 1,656

貯蔵品 97 91

その他 301 483

貸倒引当金 △6 △2

流動資産合計 17,877 17,460

固定資産

有形固定資産 12,493 11,495

無形固定資産 302 333

投資その他の資産 3,341 3,406

固定資産合計 16,137 15,235

資産合計 34,015 32,696

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,500 4,751

短期借入金 1,019 1,046

未払法人税等 146 322

その他 3,462 2,109

流動負債合計 9,128 8,230

固定負債

引当金 25 －

負ののれん 125 5

その他 109 117

固定負債合計 260 122

負債合計 9,388 8,353

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20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20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,904 3,904

資本剰余金 3,491 3,491

利益剰余金 16,766 16,731

自己株式 △0 △98

株主資本合計 24,161 24,028

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 486 395

為替換算調整勘定 △21 △81

評価・換算差額等合計 464 314

純資産合計 24,626 24,343

負債純資産合計 34,015 32,696
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 6,453

売上原価 5,045

売上総利益 1,407

販売費及び一般管理費 1,216

営業利益 191

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 39

為替差益 67

その他 24

営業外収益合計 134

営業外費用

支払利息 2

支払補償費 10

その他 2

営業外費用合計 14

経常利益 310

特別損失

投資有価証券評価損 36

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純利益 274

法人税、住民税及び事業税 79

法人税等調整額 －

法人税等合計 79

四半期純利益 194
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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）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20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 274

減価償却費 325

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 2

売上債権の増減額（△は増加） △220

たな卸資産の増減額（△は増加） △63

仕入債務の増減額（△は減少） △323

その他 672

小計 624

利息及び配当金の受取額 41

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △265

営業活動によるキャッシュ・フロー 397

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 △329

無形固定資産の取得による支出 △11

投資有価証券の取得による支出 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △342

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） △31

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △139

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △172

現金及び現金同等物に係る換算差額 40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76

現金及び現金同等物の期首残高 6,039

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 53

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,016

― 6 ―
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) セグメント情報

a.〔事業の種類別セグメント情報〕
前年同四半期(平成20年３月期第１四半期)、当四半期(平成21年３月期第１四半期)及び前期(平成20年３

月期) 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粘着テープ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の記載を省略しております。
　

b.〔所在地別セグメント情報〕
前年同四半期(平成20年３月期第１四半期)、当四半期(平成21年３月期第１四半期)及び前期(平成20年３

月期) 全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合がいづれも90％を超えているため、所在地別セ
グメントの記載を省略しております。
　

c.〔海外売上高〕

アジア 北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 1,596 44 78 3 1,721

連結売上高(百万円) 6,453

連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

24.7 0.7 1.2 0.0 26.7

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考」

前第１四半期にかかる財務諸表等

(要約)四半期(連結)損益計算書

　

(単位：百万円、％）

科 目

前第１四半期連結累計会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年６月30日)

金額 百分比

Ⅰ 売上高 6,085 100.0

Ⅱ 売上原価 4,573 75.2

　 売上総利益 1,512 24.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,107 18.2

　 営業利益 404 6.6

Ⅳ 営業外収益 58 1.0

Ⅴ 営業外費用 17 0.3

　 経常利益 446 7.3

Ⅵ 特別利益 － －

Ⅶ 特別損失 － －

　 税金等調整前

　 四半期(当期)純利益
446 7.3

　 法人税、住民税

　 及び事業税
176

　 法人税等調整額 －

　 四半期(当期)純利益 269 4.4
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