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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 132,368 ― 8,902 ― 10,152 ― 7,258 ―

20年3月期第1四半期 125,976 7.8 10,960 △7.5 12,728 △2.5 7,325 △0.4

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 41.97 ―

20年3月期第1四半期 42.36 ―

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 520,297 285,804 50.8 1,528.16
20年3月期 532,759 298,247 51.4 1,583.93

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  264,255百万円 20年3月期  273,910百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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 272,000 ― 18,800 ― 20,500 ― 11,100 ― 64.19
通期 556,000 5.6 44,500 4.8 48,000 7.1 26,500 2.5 153.24

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、3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、3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 
(1)当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、様々な要素
によりこれら業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社及び当社グループ会社の事業領
域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドルをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限定されるものではありま
せん。 
(2)業績予想（平成20年5月12日発表）の見直しは行っておりません。 
(3)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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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  173,138,537株 20年3月期  173,138,537株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  213,939株 20年3月期  207,757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  172,928,664株 20年3月期第1四半期  172,943,626株
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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１四半期の我が国経済は、原油・素材価格の高騰や米国経済の景気減速等により、先行き不透明感が強まる状

況となりました。

　自動車業界は、国内販売は減少したものの、海外特にアジア・新興国を中心とした販売増加に伴い、生産が拡大し

ました。

　電子機器業界は、携帯電話、ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、デジタルカメラの生産が、新興国市場向けの高

い需要を背景に増加しましたが、全体的に製品価格の下落傾向が継続しています。

　事務機業界は、北米等での設備投資の縮小により需要が減少する中、新興国等での好調な需要により、複写機等の

生産台数が増加しました。

　このような状況のもと、事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。

　シール事業におきましては、原油高を背景として、燃費の良い日系車がアジア・新興国を中心に好調な販売となり、

輸出及び現地生産台数が増加したこと、またグローバルでの建設関連の需要拡大に伴い、日系メーカーの建設機械の

生産台数が増加したこと等により、販売が増加しました。その結果、売上高は725億４千４百万円(前年同期比8.0％の

増収)となりました。営業利益は、鋼材を始めとした原材料価格の高騰等がありましたが、63億８千１百万円(同1.2％

の増益)となりました。

　フレキシブル基板事業におきましては、デジタルカメラ向けフレキシブル基板（ＦＰＣ）が、コンパクトカメラ、

一眼レフカメラとも需要が上向きであったため生産増加となり、販売は好調に推移しました。その結果、売上高は459

億５千３百万円(同4.1％の増収)となりました。営業利益は、ＨＤＤ向けＦＰＣの為替変動等に伴う利益減少要因に加

え、主として海外の生産体制整備による費用増加等の理由により、26億２千７百万円(同35.6％の減益)となりました。

　ロール事業におきましては、北米の事務機器需要が減少するなか、中国ローカルメーカーの参入による単価下落、

及び複写機の高耐久化に伴う、アフターマーケットの縮小等の理由により、売上高は97億１千７百万円(同7.7％の減

収)となりました。原材料価格の高騰、為替の影響等により、営業損失は２億７千９百万円(同５億４千２百万円の減

益)となりました。

　以上の結果、当第１四半期の業績につきましては、売上高は1,323億６千８百万円（前年同期比5.１％の増収）、営

業利益は89億２百万円（同18.8％の減益）、経常利益は101億５千２百万円（同20.2％の減益）、四半期純利益は72億

５千８百万円（同0.9％の減益）となりました。

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、設備投資額は増加しましたが、円高に伴う海外連結子会社資産の換算影響等により前期

末比124億６千１百万円減の5,202億９千７百万円となりました。

　負債合計は、未払法人税等や賞与引当金等の減少がありましたが、これらの支払いに充てるための短期資金の借入

増加等もあり、前期末比１千８百万円減の2,344億９千３百万円となりました。

　純資産は、主として円高に伴う為替換算調整勘定の減少等により、前期末比124億４千２百万円減の2,858億４百万

円となり、自己資本比率は50.8%となりました。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末に比べ41億２千

１百万円減少し、346億５千７百万円となりました。当四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下

のとおりです。

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕

　営業活動の結果、得られた資金は、34億２千４百万円(前年同期比40.8%の減少)となりました。これは、主として、

税金等調整前四半期純利益の減少等によるものです。

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕

　投資活動の結果、使用した資金は、135億２千３百万円（前年同期比0.2%の減少）となりました。これは、国内外生

産拡充に係る投資等、有形固定資産の取得によるものです。
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〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

　財務活動の結果、得られた資金は、96億６千１百万円（前年同期比69.2%の増加）となりました。これは、長期借入

金の約定による返済を進めた一方、納税及び運転資金に充当するため、短期資金の借入を実施したこと等によるもの

です。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はございません。　

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

１．簡便な会計処理

　四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、一部の連結子会社は、実地棚卸を省略し前事業年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

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。

(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

・会計処理基準に関する事項の変更

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）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。

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、親会社及び国内連結子会社の製品・仕掛品は主とし

て売価還元法による原価法、原材料・貯蔵品は総平均法による原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）が適用されたことに伴い、親会社及

び国内連結子会社の製品・仕掛品は主として売価還元法による原価法（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）、原材料・貯蔵品は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に与える影響は軽微であります。

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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　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135百万円減少しております。

４．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等

を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し

ております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　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に与える影響は軽微であります。

・追加情報

    平成20年度の法人税法改正に伴い、当社及び国内連結子会社は、機械装置については、法人税法の改正による

法定耐用年数の短縮に伴い、当第１四半期連結会計期間より耐用年数の短縮を行っております。

　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328百万円減少しております。
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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 35,762 39,756

受取手形及び売掛金 121,828 125,369

製品 20,194 20,680

原材料 9,006 10,500

仕掛品 18,986 18,749

その他 19,291 20,413

貸倒引当金 △958 △995

流動資産合計 224,112 234,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 69,919 68,494

機械装置及び運搬具（純額） 81,583 84,730

その他（純額） 46,669 47,733

有形固定資産合計 198,171 200,958

無形固定資産   

のれん 2,424 2,825

その他 1,507 1,686

無形固定資産合計 3,932 4,512

投資その他の資産   

投資有価証券 62,091 59,774

その他 32,210 33,261

貸倒引当金 △220 △223

投資その他の資産合計 94,081 92,812

固定資産合計 296,185 298,283

資産合計 520,297 532,759

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 56,036 59,972

短期借入金 58,977 45,706

未払法人税等 3,079 7,255

賞与引当金 5,497 8,230

その他の引当金 550 799

その他 44,309 44,842

流動負債合計 168,451 166,806

固定負債   

長期借入金 9,787 13,724

退職給付引当金 48,676 47,546

その他の引当金 1,349 1,326
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（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) 

その他 6,228 5,107

固定負債合計 66,041 67,705

負債合計 234,493 234,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金 22,451 22,451

利益剰余金 201,170 197,464

自己株式 △235 △223

株主資本合計 246,723 243,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,549 17,988

為替換算調整勘定 △3,016 12,892

評価・換算差額等合計 17,532 30,881

少数株主持分 21,549 24,337

純資産合計 285,804 298,247

負債純資産合計 520,297 532,759
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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：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 132,368

売上原価 106,485

売上総利益 25,883

販売費及び一般管理費  

給料 4,353

賞与引当金繰入額 1,077

退職給付費用 481

その他の販売費及び一般管理費 11,068

販売費及び一般管理費合計 16,981

営業利益 8,902

営業外収益  

受取配当金 485

持分法による投資利益 1,270

その他 663

営業外収益合計 2,419

営業外費用  

支払利息 624

為替差損 336

その他 208

営業外費用合計 1,169

経常利益 10,152

特別利益  

貸倒引当金戻入額 150

退職給付引当金戻入額 104

その他 116

特別利益合計 372

特別損失  

固定資産除却損 160

その他 123

特別損失合計 283

税金等調整前四半期純利益 10,240

法人税等 2,343

少数株主利益 638

四半期純利益 7,258
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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 10,240

減価償却費 8,962

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,727

退職給付引当金の増減額（△は減少） △641

受取利息及び受取配当金 △661

支払利息 624

為替差損益（△は益） △149

持分法による投資損益（△は益） △1,270

のれん償却額 400

固定資産除却損 160

売上債権の増減額（△は増加） △651

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,369

仕入債務の増減額（△は減少） △1,359

割引手形の増減額（△は減少） △3,346

その他 1,331

小計 9,542

利息及び配当金の受取額 858

利息の支払額 △889

法人税等の支払額 △6,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,424

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △226

投資有価証券の売却及び償還による収入 626

有形固定資産の取得による支出 △14,165

有形固定資産の売却による収入 268

その他 △26

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,523

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） 13,734

長期借入れによる収入 821

長期借入金の返済による支出 △2,157

配当金の支払額 △1,582

少数株主への配当金の支払額 △1,103

その他 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,661

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,121

現金及び現金同等物の期首残高 38,779

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,657
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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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　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）

 
シール事業
（百万円）

フレキシブ
ル基板事業
（百万円）

ロール事業
（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 72,544 45,953 9,717 4,153 132,368 － 132,368

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,109 364 － 321 1,795 (1,795) －

 計 73,654 46,318 9,717 4,474 134,164 (1,795) 132,368

営業利益又は営業損失 6,381 2,627 △279 173 8,904 (2) 8,902

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）

 
日本

（百万円）
アジア

（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 82,728 45,625 4,015 132,368 － 132,368

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
11,901 7,968 276 20,146 (20,146) －

 計 94,629 53,594 4,291 152,515 (20,146) 132,368

営業利益 5,155 3,476 57 8,689 212 8,902

ｃ．海外売上高

　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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 50,457 7,312 57,769

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 132,368

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
38.1 5.5 43.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 125,976

Ⅱ　売上原価 98,849

売上総利益 27,127

Ⅲ　販売費及び一般管理費 16,167

営業利益 10,960

Ⅳ　営業外収益 2,461

　受取利息及び配当金 671

　持分法による投資利益 1,018

　その他 771

Ⅴ　営業外費用 693

　支払利息 484

　その他 208

経常利益 12,728

Ⅵ　特別利益 507

Ⅶ　特別損失 113

税金等調整前四半期純利益 13,122

法人税等 4,882

少数株主利益 914

四半期純利益 7,325
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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 13,122

減価償却費　 7,176

売上債権の減少額 150

たな卸資産の減少額 81

仕入債務の減少額 △3,591

その他 △4,068

小計 12,871

法人税等の支払額 △7,265

その他 176

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,782

Ⅱ　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 △14,183

その他 638

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,544

Ⅲ　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 8,973

長期借入による収入 1,687

長期借入金の返済による支出 △2,029

親会社による配当金の支払額 △1,554

その他　 △1,366

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,709

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,017

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△35

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 42,298

Ⅶ　連結範囲の変更に伴う現金及び現金同
等物の増加額

375

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 42,638
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（３）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）

 
シール事業
（百万円）

フレキシブ
ル基板事業
（百万円）

ロール事業
（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 67,151 44,140 10,523 4,160 125,976 － 125,976

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
630 291 － 434 1,355 (1,355) －

 計 67,781 44,432 10,523 4,594 127,332 (1,355) 125,976

営業費用 61,472 40,351 10,260 4,296 116,381 (1,364) 115,016

営業利益 6,308 4,080 263 298 10,951 8 10,960

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）

 
日本

（百万円）
アジア

（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 78,689 42,387 4,899 125,976 － 125,976

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
10,812 5,818 282 16,913 (16,913) －

 計 89,502 48,206 5,181 142,890 (16,913) 125,976

営業費用 82,322 44,452 5,118 131,893 (16,877) 115,016

営業利益 7,179 3,754 63 10,996 (36) 10,960

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 45,962 7,191 53,153

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 125,976

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
36.5 5.7 42.2
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