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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 19,714 ― 546 ― 541 ― 59 ―

20年3月期第3四半期 19,638 11.8 1,352 17.8 1,435 15.9 804 △21.6

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3四半期 2.97 ―

20年3月期第3四半期 40.25 ―

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3四半期 33,853 23,947 70.7 1,192.58
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3四半期  23,947百万円 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  

   詳細につきましては、「3.連結業績予想に関する定性的情報」の項目に記載しております。  

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 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 24,700 △4.8 110 △92.9 130 △91.5 △420 ― △20.92

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)業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想数値と異なる可能性があります。なお上記予想に関する事項
は、「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3四半期  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3四半期  1,371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3四半期  20,080,902株 20年3月期第3四半期  19,993,728株

－1－



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済につきましては、米国のサブプライムローン問題に端を
発した世界的な金融不安や急激な円高などの影響により実態経済は急速な悪化を示しています。 
このような経営環境のなか、当社グループは、新製品の提案など積極的な営業活動を展開してまいりま

したが、世界同時不況による携帯電話や薄型テレビなどデジタル機器の需要の冷え込み、それに伴う生産
調整の影響を受け、特に電機・電子用テープ部門の売上が伸び悩みました。収益面においては、原材料価
格高騰の影響は依然大きく、また、急激な円高による採算の低下、さらには、株式市場低迷による投資有
価証券評価損の計上などにより、大幅減益を余儀なくされました。 
当連結累計期間の連結売上高は、197億14百万円となりました。また、連結営業利益は５億46百万円、

連結経常利益は５億41百万円、連結四半期純利益は59百万円となりました。 
当連結累計期間の業績を製品部門別に見ますと、以下のとおりになります。 
梱包・包装用テープ部門につきましては、景気低迷により市場全体の需要が落込んできているものの、

通信販売ルートの売上が伸びた結果、同製品部門の売上高は、41億76百万円、全売上高に占める割合は
21.2％となりました。 
電機・電子用テープ部門につきましては、デジタル機器向け粘着テープなどの需要が急激に落込み、ま

た、自動車関連製品及び家電などの減産の影響を大きく受けたことから、同製品部門の売上高は、98億45
百万円、全売上高に占める割合は49.9％となりました。 
産業用テープ部門につきましては、建築、リフォーム関係の低迷が響き、依然厳しい環境が続いており

ます。同製品部門の売上高は、56億93百万円、全売上高に占める割合は28.9％となりました。 
    

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ3.5％増加し338億53百万円となりました。 
流動資産は、前連結会計年度末と比べ3.4％減少し168億63百万円となりました。これは、主として現金

及び預金の減少によるものです。 
固定資産は、前連結会計年度末と比べ11.5％増加し169億89百万円となりました。これは建設仮勘定が

増加したことが主な要因です。 
当第３四半期末の負債合計は前連結会計年度末と比べ18.6％増加し99億5百万円となりました。 
流動負債は前連結会計年度末と比べ13.0％減少し71億62百万円となりました。これは、主に短期借入金

の減少によるものです。 
固定負債は、前連結会計年度末と比べ26億21百万円増加し27億43百万円となりました。これは、主に設

備資金として25億円の長期借入を実施したことによるものです。 
当第３四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ1.6％減少し239億47百万円となりました。こ

れは、主に保有株式の時価の下落に伴う評価差額金の減少によるものです。 
   
（キャッシュ・フローについて） 
当第３四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３億

45百万円減少し、56億94百万円となりました。 

    

（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、８億18百万円となりました。これは、主に売上債権の減少によるもので
す。 

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって使用した資金は、23億87百万円となりました。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増加は12億21百万円となりました。これは、主に設備投資に伴う長期借入の実施
によるものです。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（当期の見通し） 

米国発の金融危機に端を発した実態経済の悪化、急激な円高、あるいは株式市場の深刻な低迷などの影
響により、未曾有の景気後退が現実のものとなりつつあるなか、当社グループを取り巻く事業環境は極め
て厳しい状況が続くものと懸念されます。このような状況下、事業の集中と選択を推進することで 適な
事業構造を構築し、製造コストの更なる低減に努め、固定費を中心とした経費を削減するほか、より付加
価値の高い電子用テープの開発・上市するなど、あらゆる方策を用いることにより、この逆境を将来の企
業価値増大に向けた奇貨とすべく努めてまいります。 

  

（当期の１株当たりの期末配当金について） 

当期の１株当たりの期末配当金につきましては、当社が現時点において入手している様々な事業情報に
基づき予想しているものですが、今後更に経済や金融などの諸環境が変動した場合、予想数値と異なる可
能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

一部の連結子会社は税金費用の計算等について四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理を適用して
おります。 

  

（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、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89百万円減少しております。 

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 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。 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械装置の耐用年数については、従来、７～10年としておりましたが、平成20年度の法人

税法の改正に伴い、当社の耐用年数及び資産区分の見直しが第２四半期連結会計期間に明確になっ

たことを契機として、経済的耐用年数の合理的な見直しを行い、第２四半期連結会計期間より８年

に変更しております。 

 この変更による、第１四半期連結累計期間、第２四半期連結累計期間及び第３四半期連結累計期

間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は、軽微なものであります。 

  

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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

 
追加情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,694 6,339 

受取手形及び売掛金 6,789 7,112 

商品 105 90 

製品 650 788 

原材料 1,217 902 

仕掛品 1,685 1,656 

貯蔵品 95 91 

その他 630 483 

貸倒引当金 △6 △2 

流動資産合計 16,863 17,460 

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,784 3,724 

建設仮勘定 4,296 2,153 

その他（純額） 6,033 5,618 

有形固定資産合計 14,113 11,495 

無形固定資産 232 333 

投資その他の資産 2,644 3,406 

固定資産合計 16,989 15,235 

資産合計 33,853 32,696 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,056 4,751 

短期借入金 46 1,046 

未払法人税等 14 322 

その他 3,044 2,109 

流動負債合計 7,162 8,230 

固定負債   

長期借入金 2,500 － 

引当金 27 － 

負ののれん 109 5 

その他 106 117 

固定負債合計 2,743 122 

負債合計 9,905 8,353 

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 16,491 16,731 

自己株式 △0 △98 

株主資本合計 23,886 24,028 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 224 395 

為替換算調整勘定 △163 △81 

評価・換算差額等合計 61 314 

純資産合計 23,947 24,343 

負債純資産合計 33,853 32,696 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 19,714

売上原価 15,500

売上総利益 4,213

販売費及び一般管理費 3,666

営業利益 546

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 69

負ののれん償却額 23

その他 43

営業外収益合計 142

営業外費用  

支払利息 4

為替差損 91

たな卸資産廃棄損 14

固定資産除却損 34

その他 2

営業外費用合計 147

経常利益 541

特別損失  

投資有価証券評価損 459

特別損失合計 459

税金等調整前四半期純利益 82

法人税等 22

四半期純利益 59
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 82

減価償却費 1,039

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息及び受取配当金 △75

支払利息 4

投資有価証券評価損益（△は益） 459

売上債権の増減額（△は増加） 542

たな卸資産の増減額（△は増加） △221

仕入債務の増減額（△は減少） △666

その他 38

小計 1,202

利息及び配当金の受取額 75

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △454

営業活動によるキャッシュ・フロー 818

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 △2,354

無形固定資産の取得による支出 △30

投資有価証券の取得による支出 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,387

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） △996

長期借入れによる収入 2,500

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △280

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,221

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △398

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 5,694
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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。 

  

該当事項なし 

  

a.〔事業の種類別セグメント情報〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

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〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日）  

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が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〕 
当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

アジア 北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 5,029 222 191 9 5,451

連結売上高(百万円) 19,714

連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

25.5 1.1 1.0 0.1 27.7

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期にかかる財務諸表等 

 四半期連結損益計算書 

 
  

  

  

【参考】

前第３四半期連結会計期間

(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 19,638 100.0

Ⅱ 売上原価 14,903 75.9

   売上総利益 4,734 24.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,382 17.2

   営業利益 1,352 6.9

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 24

 ２ 受取配当金 59

 ３ 仕入割引 23

 ４ 持分法による 
   投資利益

10

 ５ 為替差益 ―

 ６ 受取保険金 1

 ７ その他 14 133 0.7

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4

 ２ 為替差損 28

 ３ たな卸資産廃棄損 4

 ４ 固定資産除却損等 6

 ５ その他 5 50 0.3

   経常利益 1,435 7.3

Ⅵ 特別利益

    土地売却益 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 子会社設立費用
11

 ２ 投資有価証券評価損 170 182 0.9

   税金等調整前 
   四半期(当期)純利益

1,253 6.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

448

   法人税等調整額 ― 448 2.3

   四半期純利益 804 4.1
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