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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 381,991 ― 15,620 ― 15,830 ― 8,322 ―

20年3月期第3四半期 389,227 9.4 32,912 5.9 36,291 4.1 20,296 6.4

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3四半期 48.13 ―

20年3月期第3四半期 117.36 ―

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3四半期 525,942 273,660 47.8 1,453.90
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3四半期  251,397百万円 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  有  

（注２）当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 
（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照）  

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） ――― ――― ――― ― ―

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  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

通期 473,000 △10.1 1,900 △95.5 △1,100 ― △4,500 ― ―

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）平成21年１月20日に公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありません。 
（２）期末配当予想額につきましては、現時点では未定とさせていただき、通期の業績等を総合的に勘案したうえでご提案させていただきます。詳細につきましては、本日
公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（３）当資料に記載の業績見通し等の将来に関する記述は、当社が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えることを予めご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要な要素には、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。 
（４）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3四半期  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3四半期  225,956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3四半期  172,921,989株 20年3月期第3四半期  172,943,399株

-1-



 第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から12月31日までの９ヶ月間）は、サブプライムローン問題の深刻

化、米大手証券会社の破たん等による金融不安により、世界経済は減速しました。我が国経済におきましても上記の

影響に加えて、円高により輸出にブレーキが掛かり、生産調整が急激に進行すると共に、個人消費も落ち込むなど、

景気は大幅に後退しました。 

  

 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下記のとおりです。  

  

 シール事業におきましては、上期の好調から一転し、下期に入って以降グローバルで新車需要が冷え込んだため、

自動車関連メーカーへの販売が大幅減となりました。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の中止・延期により減少したため、建設機械関連メーカー向けの販売も減少しました。その結

果、売上高は2,063億４千８百万円（前年同期比1.7%の減収）となりました。営業利益は償却費負担の増大等により

109億１千８百万円（同44.9%の減益）となりました。 

 フレキシブル基板（ＦＰＣ）事業におきましては、デジタルカメラ向け販売は、市場の生産調整の影響を受けたも

のの増収となりました。また携帯電話関連製品向け販売では、全体としては増収となったものの、国内市場向け販売

の減少および海外メーカー向け販売の伸びが鈍化しました。ハードディスクドライブ向け販売は、為替変動と価格下

落の影響が継続し、前年同期比で減収となりました。その結果、売上高は１,353億１百万円（前年同期比0.7%の減

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、及び為替変動等により46億４千４百万円

（同61.2%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291億１千万円（前年

同期比4.0%の減収）となりました。また材料の高騰、為替変動等により営業損失は３億７千４百万円（同６億６千２

百万円の減益）となりました。 

 その他事業におきましては、売上高112億３千万円となりました。営業利益は４億２千７百万円となりました。 

  

 以上の結果、当第３四半期累計期間の業績につきましては、売上高は3,819億９千１百万円（前年同期比1.9%の減

収）、営業利益は156億２千万円（同52.5%の減益）、経常利益は158億３千万円（同56.4%の減益）、四半期純利益は

83億２千２百万円（同59.0%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。 

  

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 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、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68億１千６百万円減の5,259億４千２百万円となりました。 

  負債は、運転資金及び設備投資資金に充当するため、短期及び長期資金の借入を実施したこと等により、前期末比

177億７千万円増の2,522億８千２百万円となりました。 

  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245億８千６百万円減の2,736億６千万

円となり、自己資本比率は47.8％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第３四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44

億８千３百万円増加し、432億６千２百万円となりました。当第３四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、200億４千万円（前年同期比28.0％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、475億６千２百万円（前年同期比12.9％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、358億９千３百万円（前年同期比216.3％の増加）となりました。これは、運転

資金及び設備投資資金需要に充当するため、短期及び長期資金の借入を行ったこと等によるものです。 
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 平成21年１月20日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 

  

該当事項はありません。  

   

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３四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．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 

 ・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は、それぞれ

333百万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、当第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は、それぞれ

1,135百万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 44,203 39,756

受取手形及び売掛金 118,495 125,369

商品及び製品 22,854 20,680

仕掛品 20,990 18,749

原材料及び貯蔵品 11,675 12,396

その他 17,452 18,517

貸倒引当金 △1,068 △995

流動資産合計 234,604 234,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 73,299 68,494

機械装置及び運搬具（純額） 85,574 84,730

その他（純額） 50,128 47,733

有形固定資産合計 209,001 200,958

無形固定資産   

のれん 1,622 2,825

その他 1,502 1,686

無形固定資産合計 3,125 4,512

投資その他の資産   

投資有価証券 41,000 59,774

その他 38,434 33,261

貸倒引当金 △223 △223

投資その他の資産合計 79,210 92,812

固定資産合計 291,338 298,283

資産合計 525,942 532,759
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,569 59,972

短期借入金 58,655 45,706

引当金 4,607 9,029

その他 44,924 52,097

流動負債合計 160,757 166,806

固定負債   

長期借入金 39,048 13,724

退職給付引当金 47,500 47,546

その他の引当金 1,419 1,326

その他 3,556 5,107

固定負債合計 91,524 67,705

負債合計 252,282 234,511

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 200,530 197,464

自己株式 △246 △223

株主資本合計 246,071 243,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,026 17,988

為替換算調整勘定 △3,700 12,892

評価・換算差額等合計 5,325 30,881

少数株主持分 22,262 24,337

純資産合計 273,660 298,247

負債純資産合計 525,942 532,759
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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 381,991

売上原価 315,387

売上総利益 66,603

販売費及び一般管理費  

給料 14,877

賞与引当金繰入額 960

退職給付費用 1,446

その他の販売費及び一般管理費 33,698

販売費及び一般管理費合計 50,982

営業利益 15,620

営業外収益  

持分法による投資利益 2,569

その他 3,015

営業外収益合計 5,584

営業外費用  

支払利息 1,934

為替差損 2,785

その他 654

営業外費用合計 5,375

経常利益 15,830

特別利益  

固定資産売却益 125

その他 417

特別利益合計 542

特別損失  

固定資産除却損 797

投資有価証券評価損 1,954

その他 434

特別損失合計 3,185

税金等調整前四半期純利益 13,187

法人税等 3,281

少数株主利益 1,583

四半期純利益 8,322
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 121,037

売上原価 103,106

売上総利益 17,930

販売費及び一般管理費  

給料 4,270

賞与引当金繰入額 943

退職給付費用 477

その他の販売費及び一般管理費 10,895

販売費及び一般管理費合計 16,587

営業利益 1,343

営業外収益  

受取配当金 411

持分法による投資利益 248

その他 569

営業外収益合計 1,229

営業外費用  

支払利息 651

為替差損 1,769

その他 222

営業外費用合計 2,643

経常損失（△） △70

特別利益  

固定資産売却益 63

その他 97

特別利益合計 161

特別損失  

投資有価証券評価損 1,382

その他 384

特別損失合計 1,767

税金等調整前四半期純損失（△） △1,676

法人税等 △692

少数株主利益 419

四半期純損失（△） △1,403
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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 13,187

減価償却費 29,810

貸倒引当金の増減額（△は減少） 110

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,082

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,697

受取利息及び受取配当金 △1,518

支払利息 1,934

為替差損益（△は益） 680

持分法による投資損益（△は益） △2,569

のれん償却額 1,203

固定資産除売却損益（△は益） 671

投資有価証券評価損益（△は益） 1,954

売上債権の増減額（△は増加） 5,289

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,403

仕入債務の増減額（△は減少） △3,734

割引手形の増減額（△は減少） △5,957

その他 1,961

小計 30,841

利息及び配当金の受取額 2,502

利息の支払額 △2,164

法人税等の支払額 △11,138

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,040

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） △131

投資有価証券の取得による支出 △880

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 △47,877

有形固定資産の売却による収入 654

無形固定資産の取得による支出 △106

その他 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,562

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） 10,437

長期借入れによる収入 36,265

長期借入金の返済による支出 △5,979

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △298

配当金の支払額 △3,348

少数株主への配当金の支払額 △1,160

その他 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 35,893

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,483

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 43,262
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

  

  

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）  

  

  
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  63,008  45,058  9,691  3,279  121,037  －  121,037

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 860  229  －  327  1,417 (1,417)  －

  計  63,868  45,287  9,691  3,607  122,454 (1,417)  121,037

営業利益又は営業損失（△）  932  406  △93  101  1,346 (2)  1,343

  
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  206,348  135,301  29,110  11,230  381,991  －  381,991

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,094  1,152  －  1,101  5,348 (5,348)  －

  計  209,443  136,453  29,110  12,331  387,339 (5,348)  381,991

営業利益又は営業損失（△）  10,918  4,644  △374  427  15,615  5  15,620

ＮＯＫ㈱ （7240） 平成21年３月期 第３四半期決算短信

-9-



当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

  

  

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）  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）  

  

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）   

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  67,282  50,185  3,569  121,037  －  121,037

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11,104  10,509  324  21,938 (21,938)  －

  計  78,386  60,694  3,894  142,975 (21,938)  121,037

営業利益又は営業損失（△）  △1,529  2,813  △44  1,240  103  1,343

  
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  232,009  138,486  11,495  381,991  －  381,991

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 37,448  26,808  860  65,116 (65,116)  －

  計  269,457  165,294  12,355  447,107 (65,116)  381,991

営業利益又は営業損失（△）  7,067  8,352  △4  15,415  205  15,620

〔海外売上高〕 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  52,477  6,470  58,947

Ⅱ 連結売上高（百万円） －   －    121,037

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 43.4  5.3  48.7

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  151,200  20,982  172,182

Ⅱ 連結売上高（百万円） －   －    381,991

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 39.6  5.5  45.1

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  389,227

Ⅱ 売上原価  306,674

売上総利益  82,553

Ⅲ 販売費及び一般管理費  49,641

営業利益  32,912

Ⅳ 営業外収益  6,200

 受取利息及び配当金  1,592

 持分法による投資利益  2,785

 その他  1,822

Ⅴ 営業外費用  2,821

 支払利息  1,732

 その他  1,088

経常利益  36,291

Ⅵ 特別利益  1,683

Ⅶ 特別損失  553

税金等調整前四半期純利益  37,420

法人税等  14,152

少数株主利益  2,972

四半期純利益  20,296
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

（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３四半期） 

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  37,420

 減価償却費  23,965

 売上債権の増加額 △11,037

 たな卸資産の増加額 △1,198

 仕入債務の増加額  2,489

 その他 △9,400

小計  42,239

 法人税等の支払額 △14,922

 その他  520

営業活動によるキャッシュ・フロー  27,838

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 △44,196

 その他  2,064

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,132

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  16,281

 長期借入による収入  4,930

 長期借入金の返済による支出 △5,292

 親会社による配当金の支払額 △3,348

 その他 △1,225

財務活動によるキャッシュ・フロー  11,347

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,765

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,181

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期末残高  41,491
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  209,935  136,295  30,334  12,662  389,227  －  389,227

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,274  655  －  1,341  5,271 (5,271)  －

  計  213,209  136,950  30,334  14,004  394,499 (5,271)  389,227

営業費用  193,412  124,965  30,086  13,162  361,626 (5,311)  356,315

営業利益  19,797  11,985  247  842  32,873  39  32,912

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  242,730  134,018  12,478  389,227  －  389,227

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 35,870  19,252  792  55,915 (55,915)  －

  計  278,600  153,270  13,271  445,142 (55,915)  389,227

営業費用  256,737  142,519  13,051  412,307 (55,992)  356,315

営業利益  21,862  10,751  220  32,835  77  32,912

〔海外売上高〕 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  145,403  21,159  166,562

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  389,227

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 37.4  5.4  42.8
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