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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 260,953 ― 14,276 ― 15,934 ― 9,726 ―

20年3月期第2四半期 250,491 8.0 19,738 △5.6 22,286 △3.7 12,962 △0.9

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2四半期 56.24 ―

20年3月期第2四半期 74.95 ―

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2四半期 523,533 290,075 51.1 1,546.88
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2四半期  267,489百万円 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 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 520,000 △1.2 23,200 △45.4 26,300 △41.3 14,900 △42.3 86.17

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）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います。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）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2四半期  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2四半期  216,441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2四半期  172,925,343株 20年3月期第2四半期  172,943,534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

 

　平成21年３月期第２四半期累計期間（平成20年４月１日から９月30日までの６ヶ月間）は、サブプライムローン問

題の深刻化そして原油価格の高騰等により米国・ヨーロッパ経済は減速し、我が国経済は輸出の鈍化そしてガソリン

価格の高騰等により個人消費の低迷など景気後退懸念が強まりました。

　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下記のとおりです。

　シール事業におきましては、自動車四輪生産が、国内では中近東やロシアなどの新興国向け輸出が大きく増加した

こと、海外では、北米での生産が原油高・景気減速により落ち込んだものの、中国・東南アジアでの生産が好調となっ

たことから、全体では増加となりました。また、建設機械の生産台数も、世界的な資源開発や新興国を中心としたイ

ンフラ整備を背景に増加しました。その結果、売上高は1,433億４千万円（前年同期比5.6%の増収）となりました。営

業利益は鋼材を始めとした材料の高騰と増産対応の為の償却費負担の増大等により99億８千５百万円（同14.1%の減

益）となりました。

　フレキシブル基板事業におきましては、ハードディスクドライブ向けが為替変動と価格下落の影響で前期対比減収

となりましたが、携帯電話関連製品は、国内市場向けの販売が減少したものの、海外メーカーへの販売が好調で、全

体としては販売は増加しました。また、デジタルカメラ市場においてもコンパクトカメラ及び一眼レフカメラともに

需要が旺盛であったことから販売は増加しました。その結果、売上高は902億４千２百万円（同4.6%の増収）となりま

した。営業利益は減価償却費をはじめとする固定費の増大により42億３千７百万円（同43.3%の減益）となりました。

　ロール事業におきましては、景況の悪化を受けて米国・欧州等の事務機器需要が減少すると共に、競争激化に伴う

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194億１千９百万円（同

3.8%の減収）となりました。また、材料の高騰等により営業損失は２億８千万円（同５億５千２百万円の減益）とな

りました。

　以上の結果、当第２四半期累計期間の業績につきましては、売上高は2,609億５千３百万円（前年同期比4.2%の増収）、

営業利益は142億７千６百万円（同27.7%の減益）、経常利益は159億３千４百万円（同28.5%の減益）、四半期純利益

は97億２千６百万円（同25.0%の減益）となりました。

　※前年同期比は参考として記載しています。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

 

　当第２四半期末の総資産は、有形固定資産は増加したものの、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92億２千６百万円減の5,235億３千３百万円となりました。

　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81億７千２百万円減の2,900億７千５百

万円となり、自己資本比率は51.1%となりました。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末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56

億３千３百万円減少し、331億４千５百万円となりました。当第２四半期連結累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、252億２千５百万円(前年同期比23.7%の増加)となりました。これは、主として、

減価償却費の増加、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、302億４千９百万円（前年同期比13.1%の増加）となりました。これは、国内外

生産拡充に係る投資など、有形固定資産の取得によるものです。

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕

　財務活動の結果、得られた資金は、25億１千２百万円（前年同期比5.4%の減少）となりました。これは、国内外の

設備投資に充当するため、長期資金の借入を行っ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

　通期の連結業績予想につきましては、去る平成20年10月20日に公表致しましたが、以降、シール事業の主要顧客であ

る国内自動車メーカーの更なる減産や、フレキシブル基板事業製品の主要用途である携帯電話並びにデジタルカメラ向

け需要が急激に悪化したため、以下の通り見直しております。

（通期）

 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

前回発表予想（Ａ） 534,000 27,800 30,900 17,600  101.78

今回修正予想（Ｂ） 520,000 23,200 26,300 14,900  86.17

増減額（Ｂ－Ａ） △14,000 △4,600 △4,600 △2,700  －

増減率（％） △2.6 △16.5 △14.9 △15.3  －

前期実績 526,331 42,465 44,812 25,843  149.44
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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．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２四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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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．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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ234

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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、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、第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ715百

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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 34,169 39,756

受取手形及び売掛金 117,065 125,369

商品及び製品 21,285 20,680

仕掛品 20,199 18,749

原材料及び貯蔵品 11,680 12,396

その他 18,350 18,517

貸倒引当金 △1,098 △995

流動資産合計 221,652 234,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 72,167 68,494

機械装置及び運搬具（純額） 86,924 84,730

その他（純額） 50,703 47,733

有形固定資産合計 209,795 200,958

無形固定資産   

のれん 2,023 2,825

その他 1,549 1,686

無形固定資産合計 3,573 4,512

投資その他の資産   

投資有価証券 54,732 59,774

その他 34,002 33,261

貸倒引当金 △223 △223

投資その他の資産合計 88,511 92,812

固定資産合計 301,880 298,283

資産合計 523,533 532,759
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 56,538 59,972

短期借入金 46,883 45,706

未払法人税等 5,616 7,255

賞与引当金 9,185 8,230

その他の引当金 558 799

その他 43,931 44,842

流動負債合計 162,713 166,806

固定負債   

長期借入金 17,009 13,724

退職給付引当金 48,191 47,546

その他の引当金 1,360 1,326

その他 4,182 5,107

固定負債合計 70,744 67,705

負債合計 233,457 234,511

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 203,678 197,464

自己株式 △238 △223

株主資本合計 249,226 243,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,080 17,988

為替換算調整勘定 2,182 12,892

評価・換算差額等合計 18,262 30,881

少数株主持分 22,585 24,337

純資産合計 290,075 298,247

負債純資産合計 523,533 532,759

ＮＯＫ㈱ （7240） 平成21年３月期 第２四半期決算短信

-6-



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 260,953

売上原価 212,281

売上総利益 48,672

販売費及び一般管理費  

給料 8,474

賞与引当金繰入額 2,148

退職給付費用 968

その他の販売費及び一般管理費 22,803

販売費及び一般管理費合計 34,395

営業利益 14,276

営業外収益  

持分法による投資利益 2,321

その他 2,034

営業外収益合計 4,355

営業外費用  

支払利息 1,283

為替差損 1,016

その他 398

営業外費用合計 2,697

経常利益 15,934

特別利益  

投資有価証券売却益 96

退職給付引当金戻入額 104

その他 146

特別利益合計 347

特別損失  

固定資産除却損 548

投資有価証券評価損 571

その他 297

特別損失合計 1,418

税金等調整前四半期純利益 14,864

法人税等 3,973

少数株主利益 1,164

四半期純利益 9,726
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 128,584

売上原価 105,796

売上総利益 22,788

販売費及び一般管理費  

給料 4,121

賞与引当金繰入額 1,071

退職給付費用 487

その他の販売費及び一般管理費 11,734

販売費及び一般管理費合計 17,414

営業利益 5,374

営業外収益  

持分法による投資利益 1,050

その他 885

営業外収益合計 1,936

営業外費用  

支払利息 658

為替差損 680

その他 309

営業外費用合計 1,648

経常利益 5,662

特別利益  

投資有価証券売却益 41

その他 53

特別利益合計 95

特別損失  

固定資産除却損 387

投資有価証券評価損 528

その他 218

特別損失合計 1,134

税金等調整前四半期純利益 4,623

法人税等 1,629

少数株主利益 526

四半期純利益 2,467
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 14,864

減価償却費 18,837

賞与引当金の増減額（△は減少） 958

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,147

受取利息及び受取配当金 △961

支払利息 1,283

為替差損益（△は益） △313

持分法による投資損益（△は益） △2,321

のれん償却額 802

固定資産除売却損益（△は益） 487

投資有価証券評価損益（△は益） 571

売上債権の増減額（△は増加） 4,162

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,677

仕入債務の増減額（△は減少） △2,750

割引手形の増減額（△は減少） △392

その他 △207

小計 31,193

利息及び配当金の受取額 1,866

利息の支払額 △1,347

法人税等の支払額 △6,487

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,225

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） △182

投資有価証券の売却及び償還による収入 754

有形固定資産の取得による支出 △31,247

有形固定資産の売却による収入 519

その他 △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,249

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） △852

長期借入れによる収入 10,945

長期借入金の返済による支出 △4,535

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △140

配当金の支払額 △1,729

少数株主への配当金の支払額 △1,160

その他 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,512

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,633

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 33,145
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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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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 70,796 44,289 9,702 3,796 128,584 － 128,584

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
1,124 558 － 452 2,135 (2,135) －

 計 71,920 44,847 9,702 4,249 130,720 (2,135) 128,584

営業利益又は営業損失（△） 3,604 1,609 △1 152 5,364 10 5,374

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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 143,340 90,242 19,419 7,950 260,953 － 260,953

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,234 922 － 774 3,931 (3,931) －

 計 145,574 91,165 19,419 8,724 264,885 (3,931) 260,953

営業利益又は営業損失（△） 9,985 4,237 △280 325 14,268 7 14,276
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〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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 81,998 42,675 3,910 128,584 － 128,584

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,442 8,330 259 23,031 (23,031) －

 計 96,441 51,005 4,169 151,616 (23,031) 128,584

営業利益又は営業損失（△） 3,441 2,061 △17 5,485 (111) 5,374

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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 164,727 88,300 7,925 260,953 － 260,953

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
26,343 16,298 535 43,178 (43,178) －

 計 191,071 104,599 8,461 304,131 (43,178) 260,953

営業利益 8,597 5,538 39 14,175 101 14,276

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 48,266 7,200 55,466

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 128,584

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
37.5 5.6 43.1

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 98,723 14,512 113,235

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 260,953

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
37.8 5.6 43.4

（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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  250,491 100.0

Ⅱ　売上原価  197,956 79.0

売上総利益  52,535 21.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  32,797 13.1

営業利益  19,738 7.9

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 482   

２．受取配当金 510   

３．持分法による投資利益 1,939   

４．賃貸料 451   

５．その他 782 4,167 1.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1,139   

２．その他 479 1,619 0.7

経常利益  22,286 8.9

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 546   

２．貸倒引当金戻入額 284   

３．その他 288 1,119 0.5

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 299   

２．その他 134 433 0.2

税金等調整前中間純利益  22,972 9.2

法人税、住民税及び事業税 6,345   

法人税等調整額 1,964 8,310 3.3

少数株主利益  1,699 0.7

中間純利益  12,962 5.2
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 22,972

減価償却費 15,269

賞与引当金の増加額 1,096

退職給付引当金の減少額 △1,433

受取利息及び受取配当金 △993

支払利息 1,139

為替差損益 △185

持分法による投資利益 △1,939

のれん償却額 803

投資有価証券売却益 △546

固定資産除却損 299

売上債権の減少額 822

たな卸資産の増加額 △544

仕入債務の減少額 △4,795

割引手形の増加額 290

その他 △3,443

小計 28,811

利息及び配当金の受取額 1,695

利息の支払額 △1,222

法人税等の支払額 △8,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,397
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額 1,984

投資有価証券の売却による収入 156

連結子会社株式追加取得による支出 △800

有形固定資産の取得による支出 △28,461

有形固定資産の売却による収入 453

その他 △73

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,741

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増加額 7,702

長期借入れによる収入 2,042

長期借入金の返済による支出 △3,820

親会社による配当金の支払額 △1,729

少数株主への配当金の支払額 △1,537

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,656

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3,449

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △238

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
の増加高

375

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期末残高 42,435
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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 135,769 86,259 20,183 8,278 250,491 － 250,491

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高
2,146 565 － 870 3,582 (3,582) －

 計 137,916 86,824 20,183 9,149 254,074 (3,582) 250,491

営業費用 126,292 79,346 19,912 8,818 234,369 (3,616) 230,753

営業利益 11,624 7,478 271 330 19,704 33 19,738

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９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 157,083 84,795 8,612 250,491 － 250,491

(2）
セグメント間の内部売上高

又は振替高
23,592 12,022 526 36,140 (36,140) －

 計 180,675 96,817 9,138 286,631 (36,140) 250,491

営業費用 167,073 90,780 9,038 266,892 (36,139) 230,753

営業利益 13,601 6,037 100 19,739 (1) 19,738

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 91,914 13,986 105,900

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 250,491

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
36.7 5.6 42.3
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