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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 31,644 ― 5,575 ― 6,341 ― 3,688 ―

20年3月期第1四半期 22,657 6.8 3,318 △20.3 3,913 △9.5 2,444 △1.3

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 85.31 ―

20年3月期第1四半期 56.54 ―

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 151,821 85,803 56.5 1,984.24
20年3月期 142,357 82,245 57.8 1,901.87

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  85,799百万円 20年3月期  82,240百万円

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 22.50 ― 22.50 45.00

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 62,000 ― 9,000 ― 9,300 ― 5,300 ― 122.57
通期 125,000 23.0 18,000 7.3 18,500 18.7 10,500 2.2 242.82

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 
  １．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成しておりますので、今後の不確定な要
因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「3．連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧下さい。 
  ２．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。  

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  45,029,493株 20年3月期  45,029,493株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,789,125株 20年3月期  1,787,339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  43,240,941株 20年3月期第1四半期  43,245,213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１四半期における世界経済情勢は、原油価格の高騰による物価上昇や、米国に端を発するサブプライ

ムローン問題の深刻化による影響などから、消費の落込みやインフレ懸念など景気の下振れリスクが高まり、

先行き不透明な状況で推移しました。

このような経済情勢のなかで、当社製品が多く使われているコンシューマー・エレクトロニクス市場では、

価格競争や開発競争が激しさを増す一方、アジア向けの需要が堅調に推移し、市場トレンドにおいてはデザ

イン性と機能性を融合した高品位の技術・製品の需要拡大が加速しました。

こうした市場環境のもと当社グループでは、第二次三ヶ年中期経営計画を完全達成するため、お客さまの

満足度向上を最優先に掲げ、グローバル市場へ向けて積極的な受注活動を展開しました。

こうした事業展開の結果、当第１四半期の連結業績は、売上高は316億44百万円(前年同期比39.7%増)、利

益面では営業利益は55億75百万円(前年同期比68.0%増)、経常利益は63億41百万円(前年同期比62.0%増)、当

第１四半期純利益は36億88百万円(前年同期比50.9%増)となりました。

部門別の概況は次のとおりであります。

産業資材部門

産業資材部門では、プラスチック製品に使われる加飾フィルムが主要製品となっています。当第１四半期

は、携帯電話向けが中国やインドなどで堅調に推移しましたが、需要の中心が低価格帯機種へシフトしてい

るため、販売単価引下げなどの影響を受けました。一方、デザイン重視のトレンドが進むノートパソコン向

けでは、精力的に提案型営業活動を展開しグローバル企業へ向けて受注拡大に努めました。それらの結果、

当第1四半期の連結売上高は187億76百万円となり、前年同期比で41.0%増加しました。

電子部門

電子部門では、携帯電話やゲーム機、電子辞書などに採用されるタッチパネルが主要製品となっています。

当第１四半期は、携帯電話へ搭載する高品位のタッチパネルが市場トレンドとしてますます顕著となり、当

社の主力製品であるタッチウインドウ(抵抗膜方式)への需要がグローバル規模で拡大し、同時に昨年度市場

投入したキャパシティブセンサー(静電容量方式)も順調な伸びを示しました。その結果、当第１四半期の連

結売上高は70億84百万円となり、前年同期比で161.0%の増加と大幅に伸びました。

印刷情報部門

印刷情報部門では、広告宣伝物などで底堅さが見られるものの、原材料価格の上昇や受注競争の激化によ

り市場環境は厳しさを増しました。その結果、当第１四半期の連結売上高は57億83百万円となり、前年同期

比で12.7%減少しました。

部門別売上高

区分

前年第1四半期 当第1四半期
増減

(19/4～19/6) (20/4～20/6)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％)

産業資材部門 13,316 58.8 18,776 59.3 5,460 41.0

電子部門 2,714 12.0 7,084 22.4 4,370 161.0

印刷情報部門 6,626 29.2 5,783 18.3 △843 △12.7

計 22,657 100.0 31,644 100.0 8,987 39.7
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は1,518億21百万円となり前期末(平成20年３月期末)に比べ94億63百万円増

加しました。

流動資産は759億84百万円となり前期末に比べ31億72百万円増加しました。主な要因は、売上高の伸長に伴

い受取手形及び売掛金が27億65百万円増加したこと等によるものです。固定資産は758億36百万円となり前期

末に比べ62億91百万円増加しました。主な要因は、設備投資により有形固定資産が47億39百万円増加したこ

と等によるものです。

当第１四半期末における負債は660億17百万円となり前期末に比べ59億５百万円増加しました。

流動負債は441億80百万円となり前期末に比べ47億98百万円増加しました。主な要因は、設備投資に伴う設

備関係支払手形が38億円増加したこと等によるものです。

固定負債は218億36百万円となり前期末に比べ11億６百万円増加しました。主な要因は、その他に含まれる

繰延税金負債が９億91百万円増加したこと等によるものです。

当第１四半期末における純資産は858億３百万円となり前期末に比べ35億58百万円増加しました。主な要因

は、当第１四半期純利益を36億88百万円計上したことにより利益剰余金が増加したことによるものです。

　 キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における連結ベースの現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、

21億72百万円増加し、当第１四半期末には251億11百万円となりました。

当第１四半期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（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36億３百万円となり、前第１四半期に比べ６億８百万円増加しました。こ

れは主に当第１四半期に税金等調整前四半期純利益を63億39百万円、減価償却費を13億32百万円計上したこ

と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）

投資活動の結果使用した資金は８億42百万円となりました。これは主に当第１四半期に有形及び無形固定

資産の取得として32億30百万円を支出する一方、有価証券の償還により12億２百万円、投資有価証券の売却

及び償還により12億59百万円の収入を計上したこと等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）

財務活動の結果使用した資金は87百万円となりました。これは長期借入による収入を１億25百万円計上す

る一方で短期借入金の純減による支出を１億71百万円計上したこと等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20年５月13日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想の見直しは行っておりま

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

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、主として個別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から「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、主として個別法による原価法（貸借対照表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。

この結果、従来の方法に比べて売上総利益、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616百万円減少しております。

③ 当第１四半期連結会計期間から「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、連結決算上必要な修正を行っております。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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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 26,208 24,010

受取手形及び売掛金 30,634 27,869

有価証券 2,700 3,703

商品 1 1

製品 3,064 3,595

原材料 1,602 1,706

仕掛品 8,602 8,395

繰延税金資産 1,660 1,474

その他 1,884 2,315

貸倒引当金 △375 △258

流動資産合計 75,984 72,812

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 14,715 12,601

機械装置及び運搬具 13,692 11,900

工具、器具及び備品 2,035 2,140

土地 6,498 6,567

建設仮勘定 7,068 6,061

有形固定資産合計 44,010 39,271

無形固定資産 1,511 1,279

投資その他の資産

投資有価証券 24,490 23,002

その他 6,220 6,387

貸倒引当金 △396 △395

投資その他の資産合計 30,314 28,994

固定資産合計 75,836 69,545

資産合計 151,821 142,357
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 19,057 18,447

短期借入金 1,788 2,115

1年内償還予定の社債 3,000 3,000

未払法人税等 2,798 3,507

賞与引当金 2,475 1,612

役員賞与引当金 112 90

設備関係支払手形 9,115 5,314

その他 5,832 5,293

流動負債合計 44,180 39,382

固定負債

社債 7,000 7,000

退職給付引当金 6,633 6,527

その他 8,202 7,202

固定負債合計 21,836 20,730

負債合計 66,017 60,112

純資産の部

株主資本

資本金 5,684 5,684

資本剰余金 7,354 7,354

利益剰余金 63,064 60,456

自己株式 △2,298 △2,289

株主資本合計 73,805 71,206

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 12,358 10,603

為替換算調整勘定 △364 431

評価・換算差額等合計 11,993 11,034

少数株主持分 4 4

純資産合計 85,803 82,245

負債純資産合計 151,821 142,357
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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 31,644

売上原価 22,660

売上総利益 8,983

販売費及び一般管理費 3,408

営業利益 5,575

営業外収益

受取利息 58

受取配当金 420

投資有価証券売却益 49

為替差益 296

その他 69

営業外収益合計 894

営業外費用

支払利息 33

有価証券評価損 52

その他 43

営業外費用合計 128

経常利益 6,341

特別利益

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 2

特別損失

固定資産除売却損 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 6,339

法人税等 2,650

少数株主利益 0

四半期純利益 3,688
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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 6,339

減価償却費 1,332

のれん償却額 14

賞与引当金の増減額（△は減少） 862

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 109

投資有価証券評価損益（△は益） 51

投資有価証券売却損益（△は益） △49

貸倒引当金の増減額（△は減少） 130

受取利息及び受取配当金 △478

支払利息 33

為替差損益（△は益） 9

固定資産除売却損益（△は益） 4

売上債権の増減額（△は増加） △3,609

たな卸資産の増減額（△は増加） 225

仕入債務の増減額（△は減少） 1,515

その他 81

小計 6,595

利息及び配当金の受取額 471

利息の支払額 △17

法人税等の支払額 △3,444

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,603

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 △25

有価証券の償還による収入 1,202

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,230

有形及び無形固定資産の売却による収入 16

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 259

投資有価証券の償還による収入 1,000

貸付けによる支出 △64

貸付金の回収による収入 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △842

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） △171

長期借入れによる収入 125

長期借入金の返済による支出 △32

自己株式の取得による支出 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △87

現金及び現金同等物に係る換算差額 △500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,172

現金及び現金同等物の期首残高 22,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,111
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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 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。

(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

　 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 欧州 北米 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,708 1,106 3,442 20,257

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ 31,644

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 49.6 3.5 10.9 64.0

（注）１ 国又は地域の区分方法は、地理的隣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は以下のとおりであります。

　  アジア：東アジア及び東南アジア諸国

　  欧州：ヨーロッパ諸国

　  北米：米国その他

　 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対する売上高であります。

(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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6. その他の情報

（ご参考）

前年同四半期に係る連結財務諸表

（1）四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年4月1日
 至 平成19年6月30日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 22,657

Ⅱ 売上原価 16,653

　 売上総利益 6,004

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,686

　 営業利益 3,318

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 55

　2. 受取配当金 288

　3. 為替差益 194

　4. その他 111

　 営業外収益合計 650

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 41

　2. その他 13

　 営業外費用合計 55

　 経常利益 3,913

Ⅵ 特別利益

　1. 固定資産売却益 3

　2. 貸倒引当金戻入益 21

　 特別利益合計 24

Ⅶ 特別損失

　1. 固定資産除売却損 8

　 特別損失合計 8

　 税金等調整前四半期純利益 3,929

　 法人税、住民税及び事業税 1,607

　 法人税等調整額 △ 123

　         計 1,484

　 少数株主利益 0

　 四半期純利益 2,444
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（2）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区 分

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年4月1日
 至 平成19年6月30日)

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 3,929

　 減価償却費 1,132

　 賞与引当金の増減額（減少：△） 757

　 役員賞与引当金の増減額（減少：△） 22

　 退職給付引当金の増減額（減少：△） 110

　 貸倒引当金の増減額（減少：△） △ 22

　 受取利息及び受取配当金 △ 343

　 支払利息 41

　 為替差損益（差益：△） △ 64

　 固定資産売却益 △ 3

　 固定資産除売却損 8

　 売上債権の増減額（増加：△） 542

　 たな卸資産の増減額（増加：△） △ 357

　 仕入債務の増減額（減少：△） △ 1,054

　 未払金の増減額（減少：△） △ 94

　 その他の増減額 1,103

　 小計 5,708

　 利息及び配当金の受取額 346

　 利息の支払額 △ 19

　 法人税等の支払額 △ 3,040

　営業活動によるキャッシュ・フロー 2,995

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 現金同等物に含まれない預金等への支出 △ 9

　 有価証券の売却及び償還による収入 1,002

　 有形固定資産等の取得による支出 △ 1,192

　 有形固定資産等の売却による収入 6

　 投資有価証券の取得による支出 △ 2

　 貸付金の実行による支出 △ 77

　 貸付金の回収による収入 3

　 その他の収支 △ 17

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 287

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（減少：△） 97

　 長期借入による収入 100

　 長期借入金の返済による支出 △ 53

　 配当金の支払額 △ 994

　 自己株式の取得及び売却による収支 △ 3

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 853

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 57

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 1,913

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 13,489

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 15,402
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