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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 9,466 ― 318 ― 358 ― 99 ―

20年3月期第1四半期 9,467 1.1 203 △46.9 241 △37.9 102 △59.8

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 2.39 ―

20年3月期第1四半期 2.48 ―

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 44,373 21,700 48.9 523.39
20年3月期 44,852 21,941 48.9 529.20

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  21,700百万円 20年3月期  21,941百万円

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 6.00 6.00

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 20,100 1.8 650 21.5 650 9.5 350 3.1 8.44
通期 41,200 1.6 1,600 6.0 1,650 2.4 920 1.2 22.19

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．上記予想は本資料の作成時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
上記の業績予想に関する事項は２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ください。 
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）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  41,476,012株 20年3月期  41,476,012株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  13,604株 20年3月期  13,604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  41,462,408株 20年3月期第1四半期  41,463,802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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油及び素材価格の高値の持続傾向や米国
におけるサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融資本市場の混乱等により、先行きが
不透明な状況で推移いたしました。 
このような経済情勢のなかで、当グループはメディカル事業部、テープ事業部に設定した事業

フィールド単位の事業戦略の遂行による売上拡大と利益確保にグループを挙げて取組みました結
果、売上高は 94 億６千６百万円、経常利益は３億５千８百万円、四半期純利益は収益性の低下し
た棚卸資産につき評価損を特別損失に計上したこと等により、９千９百万円となりました。 
セグメント別では、メディカル事業部においては新製品・リニューアル品の寄与により売上高、

営業利益は前年を上回りました。一方、テープ事業部においては原材料高騰の一部を価格転嫁し
たことによる影響で販売数量が減少し、売上高は前年を下回りましたが、経費削減等合理化を強
力に推進いたしました結果、営業利益は前年並を確保いたしました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億７千８百万円減少し、443
億７千３百万円となりました。また、利益剰余金が配当金の支払及び四半期純利益等により１億
４千９百万円減少し、純資産は 217 億円になりました。この結果、自己資本比率は 48.9％となり
ました。 

 

  キャッシュ・フローの状況 

   当第１四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」という。）の残高は、   
前連結会計年度末に比べ２千９百万円（0.3%）増加し、87 億２千万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、９億９千４百万円となりました。これは税金等調整前四半期
純利益、売上債権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、５億７千１百万円となりました。これは主に有形固定資産の
購入等によるものです。 

（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、３億９千８百万円となりました。これは配当金の支払、短期
借入金の増加及び長期借入金の返済によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における業績は、概ね予想通りに推移しております。今後の経営環
境につきましては、エネルギー、原材料価格の高騰を背景に設備投資や個人消費の伸びが鈍化し、
景気の下振れが懸念される等、予断を許さない状況が予想されます。当グループは、今年度新た
に設定した事業フィールド単位の事業戦略のもとに、新製品の上市と育成、不採算品目の集約、
「セロテープ®」60 周年記念キャンペーン、原材料価格高騰分の製品価格への適正転嫁等、売上拡
大と利益確保に向けた諸施策を着実かつ迅速に実施し、持続的成長の実現を図ってまいります。 

以上により、現時点におきましては、平成 20 年５月 15 日に発表致しました業績予想を変更し
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 

  ・簡便な会計処理 

   （一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

     当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい
変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算
定しております。 

（たな卸資産の評価方法） 

     当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し前連結会
計年度に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（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、主として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 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、営業利益及び経常利益は 34 百万円、税金等調整前四半期純利益は、147 百万円

減少しております。 

 

  ・追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

     機械装置については、従来、耐用年数を 10 年としておりましたが、平成 20 年度の法人税
法の改正により法定耐用年数の見直しが行われたことに伴い、当第１四半期連結会計期間よ
り耐用年数を 12 年に変更しております。 
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 21 百万円増

加しております。 
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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 8,139 5,513

受取手形及び売掛金 12,149 12,909

有価証券 999 3,499

商品及び製品 3,702 3,518

仕掛品 1,341 1,263

原材料及び貯蔵品 1,106 1,029

その他 959 1,041

貸倒引当金 △19 △22

流動資産合計 28,378 28,753

固定資産   

有形固定資産 11,466 11,486

無形固定資産   

のれん 1 1

その他 89 99

無形固定資産合計 90 100

投資その他の資産 4,437 4,512

固定資産合計 15,995 16,098

資産合計 44,373 44,852

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,452 7,891

短期借入金 800 －

1年内返済予定の長期借入金 1,500 2,150

未払法人税等 147 227

賞与引当金 514 －

役員賞与引当金 9 48

その他 3,670 3,726

流動負債合計 14,093 14,045

固定負債   

長期借入金 2,000 2,300

退職給付引当金 3,662 3,526

役員退職慰労引当金 190 293

長期預り保証金 2,656 2,673

その他 70 71

固定負債合計 8,579 8,865

負債合計 22,673 22,910
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,451 5,451

資本剰余金 4,186 4,186

利益剰余金 12,004 12,153

自己株式 △5 △5

株主資本合計 21,637 21,787

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 167 141

為替換算調整勘定 △104 13

評価・換算差額等合計 63 154

純資産合計 21,700 21,941

負債純資産合計 44,373 44,852
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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 9,466

売上原価 6,886

売上総利益 2,580

販売費及び一般管理費 2,261

営業利益 318

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 4

持分法による投資利益 29

その他 33

営業外収益合計 74

営業外費用  

支払利息 27

その他 6

営業外費用合計 34

経常利益 358

特別利益  

固定資産売却益 1

その他 0

特別利益合計 1

特別損失  

たな卸資産評価損 113

固定資産除売却損 7

その他 0

特別損失合計 120

税金等調整前四半期純利益 239

法人税等 140

四半期純利益 99
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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 239

減価償却費 349

退職給付引当金の増減額（△は減少） 135

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △103

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11

有形固定資産売却損益（△は益） 3

受取利息及び受取配当金 △11

支払利息 27

売上債権の増減額（△は増加） 759

たな卸資産の増減額（△は増加） △338

仕入債務の増減額（△は減少） △439

その他 613

小計 1,224

利息及び配当金の受取額 11

利息の支払額 △32

法人税等の支払額 △208

営業活動によるキャッシュ・フロー 994

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 △318

定期預金の払戻による収入 218

有価証券の取得による支出 △0

有価証券の売却による収入 6

有形固定資産の取得による支出 △383

その他 △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △571

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） 800

長期借入金の返済による支出 △950

配当金の支払額 △248

財務活動によるキャッシュ・フロー △398

現金及び現金同等物に係る換算差額 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 29

現金及び現金同等物の期首残高 8,690

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,720
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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 

〔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） 

 
メディカル事業部

（百万円） 
テープ事業部
（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 2,765 6,701 9,466 － 9,466

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 7 19 27 (27) －

計 2,773 6,720 9,493 (27) 9,466

営業利益 583 466 1,050 (731) 318

（注）１．事業区分は、当社の事業戦略単位である事業部（組織）を基本として区分しております。 

２．事業部の主な製品及び商品 

(1)メディカル事業部………スピール膏※・ロイヒつぼ膏※・ケアリーヴ※ 
(2)テープ事業部……………セロテープ※・クラフトテープ・布テープ・ナイスタック※ 

たばねら※テープ 

※は登録商標を示しております。 

 

〔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） 

本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
 

〔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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

(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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「参考資料」 

 前四半期にかかる財務諸表 

 （1）（要約）四半期連結損益計算書 

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

（単位：百万円）  

前年同四半期 

（平成 20 年３月期

第１四半期） 科  目 

金 額 

Ⅰ 売上高 9,467

Ⅱ 売上原価 6,967

  売上総利益 2,499

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,296

  営業利益 203

Ⅳ 営業外収益 64

Ⅴ 営業外費用 26

  経常利益 241

Ⅵ 特別利益 27

Ⅶ 特別損失 24

税金等調整前四半期純利益 243

税金費用 140

四半期純利益 102
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 （2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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

（単位：百万円）  

 

前年同四半期 

（平成 20 年３月期

第１四半期） 

区  分 金  額 

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 243

減価償却費 391

退職給付引当期の増減額（減少は△） 143

売上債権の増減額（増加は△） 551

たな卸資産の増減額（増加は△） △210

仕入債務の増減額（減少は△） △142

その他 250

小  計 1,227

法人税等の支払額 △404

その他 △24

営業活動によるキャッシュ・フロー 799

Ⅱ 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 △217

定期預金の払戻による収入 217

有形固定資産の取得による支出 △587

その他 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △549

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（減少は△） 60

長期借入れによる収入 2,000

社債償還による支出 △3,000

配当金の支払額 △248

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少は△） △933

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,021

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,087

 

ニチバン㈱　（4218）　平成21年３月期　第１四半期決算短信

10



 

 

 （3）セグメント情報 

[事業の種類別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

（単位：百万円） 

 メディカル事業部 テープ事業部 計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高 2,689 6,806 9,496 △28 9,467

営業費用 2,188 6,356 8,544 719 9,264

営業利益 501 450 952 △748 203

（注）事業区分は、当社の事業戦略単位である事業部（組織）を基本として区分しております。 

 

[所在地別セグメント情報] 

前第１四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 

[海外売上高] 

前第１四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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