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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 23,833 △8.1 39 △97.5 74 △95.2 △401 ―

20年3月期 25,945 10.2 1,540 8.1 1,538 1.1 758 △39.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △20.00 ― △1.7 0.2 0.2
20年3月期 37.93 ― 3.1 4.7 5.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  13百万円

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 31,849 23,416 73.5 1,166.13
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  23,416百万円 20年3月期  24,343百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,931 △3,098 1,207 6,128
20年3月期 2,300 △748 △262 6,039

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 279 36.9 1.1
21年3月期 ― 7.00 ― 3.00 10.00 200 ― 0.8

22年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 4.00 7.00 82.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

 

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

9,900 △26.1 20 △95.6 40 △92.5 40 △87.5 1.99

通期 20,200 △15.2 200 412.8 240 224.3 170 ― 8.47
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔（注） 詳細は、14～18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」をご覧下さい。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 （注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  1,507株 20年3月期  118,324株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 23,131 △8.8 △178 ― △110 ― △547 ―

20年3月期 25,362 10.1 1,262 2.4 1,370 4.3 634 △40.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △27.27 ―

20年3月期 31.73 ―

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 31,012 22,804 73.5 1,135.63
20年3月期 32,157 23,864 74.2 1,195.40

（参考） 自己資本 21年3月期  22,804百万円 20年3月期  23,864百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の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。 

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 
累計期間

9,600 △26.1 △110 ― △95 ― △70 ― △3.49

通期 19,500 △15.7 0 ― 30 ― 20 ― 1.00

2



当連結会計年度における日本経済は、原油・資源価格の高止まりに始まり、後半には、サブプライム

ローン問題に端を発した金融危機による世界同時不況・同時株安の影響を受け、輸出が急激に落ち込

み、企業収益の減少や雇用環境の悪化をまねくなど極めて厳しい状況の中で推移しました。 

当社が関連する業界におきましては、景気の低迷、特に各種製造業の減産・在庫調整の影響により、市

場は急激に冷え込んできています。それに加えて、業界内での価格競争が激しくなっており、当社グル

ープを取り巻く環境は非常に厳しいものとなりました。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、競争力強化のため新設備の立ち上げや新製品開発

等を行う一方、原材料高に伴う製品価格の改定、在庫数量の適正化、全社を挙げての諸経費節減、役員

報酬及び管理職手当の削減等を実施し収益改善につとめてまいりましたが、景気悪化による売上高の減

少、原材料高による利益率の低下、また、投資有価証券の評価損計上もあり、業績は低迷いたしまし

た。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は、238億33百万円(前連結会計年度比8.1％減)となりました。

利益面につきましては、原材料高による利益率の低下および第３四半期以降の売上高減少により、経常

利益は、74百万円(前連結会計年度比95.2％減)となりました。また、株式市況の低迷による保有有価証

券の評価損計上により、当期純損失は、4億1百万円(前連結会計年度は7億58百万円の当期純利益)とな

りました。 

  

製品部門別に売上の状況をとらえますと、次のとおりとなります。 

  

（梱包・包装用テープ） 

 梱包・包装用テープにつきましては、景気低迷により荷動きは減少しましたが、通信販売やホ－ムセ

ンターへの拡販に注力したことから、ライトオリーブテープを中心に、年間を通して売上は堅調に推移

いたしました。当製品部門の売上高は、53億20百万円(前連結会計年度比2.1％増)、全売上高に占める

割合は22.3％となりました。 

   

（電機・電子用テープ） 

 電機・電子用テープにつきましては、年度前半の売上は全般的に堅調に推移したものの、薄型テレビ

や携帯電話等に使用されるデジタル機器関連テープおよび自動車関連部品用テープの売上が、減産・在

庫調整の影響により、年度後半より急激に減少しました。当製品部門の売上高は、114億56百万円(前連

結会計年度比12.0％減)、全売上高に占める割合は48.1％となりました。 

     

（産業用テープ） 

 産業用テープにつきましては、養生用布テープやＰ-カットテープ（ポリエチレンクロステープ）が

景気後退による荷動きの減少や住宅建築、リフォームの低調等の要因により売上が低迷いたしました。

当製品部門の売上高は、70億57百万円(前連結会計年度比8.4％減)、全売上高に占める割合は29.6％と

なりました。 

   

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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（次期の見通し） 

 次期の見通しにつきましては、世界的な景気の低迷は長期化する可能性が高く、輸出に依存する日本

経済は、景気底打ち後もしばらくは低成長が続くとみられ、回復には相当の時間を要するものと予想さ

れます。 

 当社グループの主たるユーザーである電子部品・自動車部品メーカーにおいても在庫調整の進展等に

より受注動向に若干の改善は見られるものの、依然として厳しい状況が続くものと予想しております。

このような状況の下、当社グループといたしましては、高品質で付加価値の高い新製品の開発を進め、

売上の回復につとめるとともに、事業所の統廃合等によるコスト削減を通じ収益の改善を目指す所存で

あります。 

 経営環境が大きく変動しており正確な業績予想が困難な状況ではありますが、平成22年3月期の通期

連結業績につきましては、売上高202億円(当連結会計年度比15.2％減)、経常利益2億40百万円(当連結

会計年度比224.3％増)、当期純利益1億70百万円(当連結会計年度は4億1百万円の当期純損失)を見込ん

でおります。 

  

(ご参考) 販売実績 

(単位 ： 百万円) 

 
（注）（  ）内の数字は海外売上高であります。 

  

事業の種類別

当連結会計年度 前連結会計年度

増減金額 前期比
平成20年４月１日から 平成19年４月１日から

平成21年３月31日まで 平成20年３月31日まで

金  額 構成比 金 額 構成比

% % %

粘着テープ事業

  梱包・包装用テープ
(258)

22.3
(308)

20.1 107 2.1
5,320 5,213

  電機・電子用テープ
(5,480)

48.1
(6,407)

50.2 △1,569 △12.0
11,456 13,025

  産業用テープ
(514)

29.6
(606)

29.7 △650 △8.4
7,057 7,707

合 計
(6,252)

100.0
(7,321)

100.0 △2,112 △8.1
23,833 25,945
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(キャッシュ・フローの状況) 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末と比べて89百万円増加し61億28百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によって得られた資金は、19億31百万円（前連結会計年度比16.0%減）となりました。これ

は主に減価償却費14億64百万円、売上債権の減少額21億3百万円等による増加と仕入債務の減少△14億

66百万円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) 

投資活動に使用した資金は、30億98百万円（前連結会計年度比314.2%増）となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出30億58百万円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) 

財務活動によって得られた資金は、12億７百万円（前連結会計年度は△２億62百万円）となりまし

た。これは主に、主力銀行からの長期借入により25億円の資金を調達したこと等によるものでありま

す。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率           ： 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率     ： 株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： キャッシュ・フロー／利払い 

  

(2) 財政状態に関する分析

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 78.4% 76.8% 75.8% 74.5% 73.5%

時価ベースの自己資本比率 70.4% 76.6% 59.8% 37.1% 23.6%

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

－ 49.4% 59.5% 45.5% 131.3%

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

－ 761.7倍 446.5倍 365.6倍 107.3倍
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当社の利益配分につきましては、当期の経営成績、財政状況、キャッシュフロー、配当性向に加え、

今後の事業戦略・事業展開の方針と予想などの諸要素を総合的に勘案し、将来の設備投資にかかる資金

需要に備えた安定的な財務基盤の維持のために必要とされる内部留保の水準を考慮したうえで、株主の

皆様に安定的な配当を継続して行っていくことを基本方針としております。しかしながら、今回の急激

な経営環境の悪化は予想を大きく上回り、当会計年度は当期純損失となりました。次会計年度も厳しい

経営環境が続くことが予想されるため、誠に遺憾ではありますが、当期期末配当金につきましては、1

株につき3円とし、先に実施いたしました1株につき7円の中間配当と併せ、当期の年間配当は1株につき

10円とする方針であります。 

次期の年間配当金につきましては、当社の業績予想等を勘案し、1株当たり7円（中間3円、期末4円）

を予定しております。 

    

  

近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係

会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

㈱寺岡製作所(4987)平成21年3月期決算短信
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当社グループは、粘着テープの総合メーカーとして、「品質第一主義」を経営理念の基本に据え、国

の内外を問わず、独創性のある研究開発力、技術力に裏打ちされた高機能、かつ高品質の製品やサービ

スを安定的に提供していくことにより、また、新たな需要の開拓、および新市場の創出に取り組むこと

により、全てのステークホルダーと利益を共有し、また良き企業市民として地域社会に貢献していくこ

とで、企業価値を高めていくことを経営の基本方針とします。 

 また、全社員が高い倫理観を持ちながら法令などを遵守し、公正で健全な企業活動を展開すること、

これに加え、環境保護に全社をあげて取り組むことなどにより、企業の社会的責任を果たしていく所存

であります。社会環境やお客様のニーズが日々刻々と変化していくなかで、この基本理念を着実に実行

するため、攻守のバランスがとれた「堅実経営」を旨とし、たゆまざる技術革新にはげみ、確固とした

存在感のある企業として広く認知されるよう努めてまいります。 

   

高度情報化社会の進展に伴い、当社グループが携わる市場も長期的な規模の拡大が展望される一方

で、ボーダレスな企業間競争は益々激化しており、当社を取り巻く事業環境は引き続き厳しいものであ

ろうと認識しております。これに対応するための経営戦略につきましては、以下の通り考えておりま

す。 

当社グループを取り巻く厳しい経営環境と、その中での立ち位置、およびこれから進むべき方向を的

確に認識し、将来に向け企業価値の増加を持続的に図るため、刻々と変化を遂げる市場ないしは顧客ニ

ーズにフレキシブルに対応すべく、多品種少量生産を軸とした生産体制に更に磨きをかけると同時に、

当社が競争力を有する電機・電子用テープ分野における強みを更に強化していくほか、成長分野に一層

の経営資源を投入することにより収益基盤の強化を目指してまいります。特に海外メーカーとの間で価

格競争が激化している、梱包・包装用テープ、あるいは産業用テープにつきましては、高品質を維持し

つつ一層のコスト低減に努めていくことで、利益とのバランスを取りつつ売上高を伸張させてまいりま

す。また、今後とも環境と資源の保護を経営の重要課題のひとつと捉え、地球環境と調和した豊かな社

会の実現に貢献していきたいと考えております。 

   

今後の経済情勢は、世界的な金融不安や実体経済の極度の悪化により、過去に経験したことがないほ

どの、国内生産と輸出の激減、設備の過剰感、雇用環境の著しい悪化に伴う個人消費支出の減少などに

見舞われており、当社グループを取り巻く経営環境も引き続き、予想しがたい厳しい状況が続くものと

予想されます。 

このような状況の中で当社グループは、従来に比し更に経営のスリム化・効率化・ 適化、即ち、聖

域のない経費圧縮、設備のスクラップアンドビルド、安定的な受注および適正な売価の確保、キャッシ

ュフロー重視の運営を展開することにより、この難局を乗り切ってまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針 

(2) 中長期的な会社の経営戦略

(3) 会社の対処すべき課題

㈱寺岡製作所(4987)平成21年3月期決算短信
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 6,339 6,128 

受取手形及び売掛金 注1 7,112 注1 5,279 

商品 90 80 

製品 788 496 

原材料 902 1,117 

仕掛品 1,656 1,385 

貯蔵品 91 111 

繰延税金資産 239 163 

その他 242 379 

貸倒引当金 △2 △10 

流動資産合計 17,460 15,132 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 7,328 7,392 

減価償却累計額 △5,148 △5,337 

建物及び構築物（純額） 2,179 2,055 

機械装置及び運搬具 18,225 19,568 

減価償却累計額 △15,074 △15,904 

機械装置及び運搬具（純額） 3,151 3,664 

土地 3,724 3,784 

建設仮勘定 2,153 4,116 

その他 2,184 2,210 

減価償却累計額 △1,896 △1,905 

その他（純額） 287 304 

有形固定資産合計 11,495 13,924 

無形固定資産 

ソフトウエア 324 188 

電話加入権 9 9 

無形固定資産合計 333 198 

投資その他の資産 

投資有価証券 注2 3,034 1,899 

繰延税金資産 49 442 

その他 322 283 

貸倒引当金 － △31 

投資その他の資産合計 3,406 2,594 

固定資産合計 15,235 16,717 

資産合計 32,696 31,849 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 4,751 3,306 

短期借入金 注3 1,046 35 

1年内返済予定の長期借入金 － 125 

未払法人税等 322 － 

未払費用 578 373 

その他 1,531 1,981 

流動負債合計 8,230 5,821 

固定負債 

長期借入金 － 2,375 

長期未払金 117 87 

退職給付引当金 － 28 

繰延税金負債 － 18 

負ののれん 5 101 

固定負債合計 122 2,611 

負債合計 8,353 8,432 

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 16,731 16,030 

自己株式 △98 △0 

株主資本合計 24,028 23,425 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 395 83 

為替換算調整勘定 △81 △91 

評価・換算差額等合計 314 △8 

純資産合計 24,343 23,416 

負債純資産合計 32,696 31,849 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 25,945 23,833 

売上原価 注2 19,896 注2 19,206 

売上総利益 6,048 4,626 

販売費及び一般管理費 注1, 注2 4,508 注1, 注2 4,587 

営業利益 1,540 39 

営業外収益 

受取利息 32 7 

受取配当金 60 71 

仕入割引 31 25 

受取保険金 13 7 

持分法による投資利益 13 － 

負ののれん償却額 － 31 

その他 30 30 

営業外収益合計 181 173 

営業外費用 

支払利息 6 18 

為替差損 142 67 

たな卸資産廃棄損 5 15 

固定資産除却損 10 34 

その他 18 2 

営業外費用合計 183 139 

経常利益 1,538 74 

特別利益 

ゴルフ会員権売却益 － 3 

貸倒引当金戻入額 1 － 

特別利益合計 1 3 

特別損失 

投資有価証券評価損 373 500 

ゴルフ会員権評価損 － 2 

子会社設立費用 11 － 

特別損失合計 384 503 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

1,154 △425 

法人税、住民税及び事業税 495 66 

法人税等調整額 △98 △90 

法人税等合計 396 △24 

当期純利益又は当期純損失（△） 758 △401 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,904 3,904 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,904 3,904 

資本剰余金 

前期末残高 3,491 3,491 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,491 3,491 

利益剰余金 

前期末残高 16,253 16,731 

自己株式の処分 － △18 

剰余金の配当 △279 △281 

当期純利益又は当期純損失（△） 758 △401 

当期変動額合計 478 △701 

当期末残高 16,731 16,030 

自己株式 

前期末残高 △76 △98 

自己株式の取得 △22 △0 

自己株式の処分 － 97 

当期変動額合計 △22 97 

当期末残高 △98 △0 

株主資本合計 

前期末残高 23,572 24,028 

自己株式の処分 － 79 

剰余金の配当 △279 △281 

当期純利益又は当期純損失（△） 758 △401 

自己株式の取得 △22 △0 

当期変動額合計 455 △603 

当期末残高 24,028 23,425 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 855 395 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459 △312 

当期変動額合計 △459 △312 

当期末残高 395 83 

為替換算調整勘定 

前期末残高 43 △81 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124 △10 

当期変動額合計 △124 △10 

当期末残高 △81 △91 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 899 314 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △584 △322 

当期変動額合計 △584 △322 

当期末残高 314 △8 

純資産合計 

前期末残高 24,472 24,343 

当期変動額 

自己株式の処分 － 79 

剰余金の配当 △279 △281 

当期純利益又は当期純損失（△） 758 △401 

自己株式の取得 △22 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △584 △322 

当期変動額合計 △129 △926 

当期末残高 24,343 23,416 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

1,154 △425 

減価償却費 1,372 1,464 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 34 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △40 2 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △98 － 

受取利息及び受取配当金 △92 △79 

支払利息 6 18 

持分法による投資損益（△は益） △13 － 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － △3 

投資有価証券評価損益（△は益） 373 500 

売上債権の増減額（△は増加） △19 2,103 

たな卸資産の増減額（△は増加） △766 348 

仕入債務の増減額（△は減少） 908 △1,466 

未払消費税等の増減額（△は減少） △83 △125 

その他 0 △9 

小計 2,699 2,363 

利息及び配当金の受取額 93 79 

利息の支払額 △6 △18 

法人税等の支払額 △486 △492 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,300 1,931 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △1,395 － 

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,392 － 

有形固定資産の取得による支出 △2,644 △3,058 

ゴルフ会員権の売却による収入 － 3 

無形固定資産の取得による支出 △64 △40 

投資有価証券の取得による支出 △35 △3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △748 △3,098 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △279 △280 

短期借入金の純増減額（△は減少） 39 △1,010 

長期借入れによる収入 － 2,500 

その他 △22 △1 

財務活動によるキャッシュ・フロー △262 1,207 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △81 △5 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,208 35 

現金及び現金同等物の期首残高 4,831 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期末残高 注1 6,039 注1 6,128 
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数    ３社
寺岡製作所(香港)有限公司
寺岡（上海）高機能膠粘帯有限公司
寺岡（深圳）高機能膠粘帯有限公司

すべての子会社を連結しております。
連結子会社の数     ４社
寺岡製作所(香港)有限公司
寺岡（上海）高機能膠粘帯有限公司
寺岡（深圳）高機能膠粘帯有限公司
神栄商事株式会社
神栄商事株式会社は平成20年４月１
日効力発生の株式交換により、当社
の100％子会社となりました。

２ 持分法の適用に関する事
項

すべての関連会社に持分法を適用して
おります。 
持分法適用の関連会社数  １社 
 神栄商事株式会社

神栄商事株式会社は平成20年４月１
日効力発生の株式交換により、当社
の100％子会社となります。

該当事項はありません。
 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項

 連結子会社の決算日が連結決算日と
異なる会社は次のとおりであります。
     会社名    決算日
寺岡製作所(香港)有限公司
           12月31日

寺岡（上海）高機能膠粘帯有限公司
           12月31日

寺岡（深圳）高機能膠粘帯有限公司
           12月31日

 連結決算日現在で本決算に準じた仮
決算を行った財務諸表を基礎にしてお
ります。

連結子会社の決算日が連結決算日と
異なる会社は次のとおりであります。
   会社名      決算日

寺岡製作所(香港)有限公司
          12月31日

寺岡（上海）高機能膠粘帯有限公司
          12月31日

寺岡（深圳）高機能膠粘帯有限公司
          12月31日

連結決算日現在で本決算に準じた仮
決算を行った財務諸表を基礎にしてお
ります。

４ 会計処理基準に関する事
項

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方
法

  たな卸資産
   主として総平均法による低価法

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方
法

 たな卸資産
  主として総平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切
下げの方法） 
  
（会計方針の変更） 
 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、当連結会計年度より「棚
卸資産の評価に関する会計基
準」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（収益性の低下による
簿価切下げの方法）により算
定しております。これに伴
い、営業利益及び経常利益は
それぞれ64百万円減少し、税
金等調整前当期純損失は64百
万円増加いたしました。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  有価証券
    その他有価証券
    ① 時価のあるもの
    決算期末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により
算定)

    ② 時価のないもの
    移動平均法による原価法

 有価証券
   その他有価証券
   ① 時価のあるもの

同左 
  
 
  
 

   ② 時価のないもの
同左

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の
方法

 ・有形固定資産

       当社は、主として定率
法(ただし、平成10年４
月１日以降に取得した建
物(附属設備を除く)は定
額法)を採用し、在外連
結子会社は主として定額
法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。

 
   建物及び構築物   ３～50年
   機械装置及び運搬具 ４～10年

(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の
方法

・有形固定資産
 （リース資産を除く）
      当社及び国内連結子会

社は、主として定率法
(ただし、平成10年４月
１日以降に取得した建物
(附属設備を除く)は定額
法)を採用し、在外連結
子会社は主として定額法
を採用しております。
なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。

  建物及び構築物   ３～50年
  機械装置及び運搬具 ４～８年
 （追加情報）

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、
経済的耐用年数の合理的な見
直しを行い、当連結会計年度
より８年に変更しておりま
す。これに伴う営業利益、経
常利益及び税金等調整前当期
純損失への影響は軽微なもの
であります。

 ・無形固定資産

      定額法を採用しておりま
す。

      なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内
における利用可能期間
(５年)に基づく定額法を
採用しております。

・無形固定資産
 （リース資産を除く）
     定額法を採用しておりま

す。
     なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内
における利用可能期間
(５年)に基づく定額法を
採用しております。

・リース資産
  リース期間を耐用年数とし、残
存価額をゼロとする定額法を採用
しております。

 （会計方針の変更）
  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、当連結会
計年度より「リース取引に関する
会計基準（平成19年３月30日改
正）及びリース取引に関する会計
基準の適用指針」（平成19年３月
30日改正）を適用し、通常の売買
取引に係る方法に準じた会計処理
によっております。これに伴う営
業利益、経常利益及び税金等調整
前当期純損失への影響はありませ
ん。

㈱寺岡製作所(4987)平成21年3月期決算短信

15



項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(ハ)重要な引当金の計上基準
  貸倒引当金… 債権の貸倒損失に

備えるため、一般債
権については貸倒実
績率により、貸倒懸
念債権等については
個別に回収可能性を
検討し、回収不能見
込み額を計上してお
ります。

(ハ)重要な引当金の計上基準
 貸倒引当金

同左

  退職給付引当金
  当社…従業員の退職給付に備え
るため、当連結会計年度末におけ
る退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当期末において発
生していると認められる額を計上
しております。 
 なお、当連結会計年度末におい
ては、年金資産見込額が退職給付
引当金残高を超過しているため、
その超過額を「投資その他の資
産」の「その他」に含めて資産の
部に計上しております。 
 数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(５年)による定率
法により翌連結会計年度から費用
処理することとしております。

 退職給付引当金
  当社及び国内連結子会社は、従
業員の退職給付に備えるため、当
連結会計年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づ
き、計上しております。 
 なお、当連結会計年度末におい
ては、当社の年金資産見込額が退
職給付引当金残高を超過している
ため、その超過額を「投資その他
の資産」の「その他」に含めて資
産の部に計上しております。 
 数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(５年)による定率
法により翌連結会計年度から費用
処理することとしております。

  

   在外子会社…退職金制度がない
ため、計上してお
りません。

 

  在外子会社は退職金制度がない
ため、計上しておりません。

  役員退職慰労引当金

 （追加情報）

  当社は役員退職慰労金制度を廃
止することとし、平成19年６月28
日開催の定時株主総会において退
職慰労金の打ち切り支給案が承認
可決されました。 
これにより、当連結会計年度にお
いて「役員退職慰労引当金」を全
額取り崩し、打ち切り支給額の未
払い分については、固定負債の
「長期未払金」に含めて表示して
おります。

―――――
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算基準
 外貨建金銭債権債務は、連結決
算日の直物為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処
理しております。なお、在外連結
子会社等の資産及び負債は連結決
算日の直物為替相場により円貨に
換算し、収益及び費用は期中平均
為替相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における為替
換算調整勘定に含めて計上してお
ります。

(ニ)重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算基準

同左

(ホ)重要なリース取引の処理の方法
   リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ
ァイナンス・リース取引について
は、通常の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
す。

 

――――――

(ヘ)その他連結財務諸表作成のための
重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計処
理は税抜方式によっておりま
す。

(ヘ)その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用して
おります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

負ののれんは、5年間で均等償却して
おります（ただし金額が僅少な場合は
当該連結会計年度に償却を行っており
ます)。

同左

 

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金(現金及び現金同等物)は、手
許現金、随時引き出し可能な預金及び
容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わな
い取得日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなっておりま
す。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

（減価償却方法）

  法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴い、当連結会計年度から、平

成19年４月１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変更しておりま

す。 

これに伴い前連結会計年度と同一の方法によった

場合と比べ、減価償却費が21百万円増加し、営業

利益、経常利益、及び税金等調整前当期純利益が

18百万円それぞれ減少しております。

（追加情報）

  当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に

取得したものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法

によっております。 

  これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によ

った場合と比べ、減価償却費が137百万円増加し、

営業利益、経常利益、及び税金等調整前当期純利

益が124百万円それぞれ減少しております。

     
         ―――――
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

注１ 受取手形割引高            72百万円 注１ 受取手形割引高           12百万円

 

注２ 関連会社に対するもの

投資有価証券(株式) 112百万円

 

                ――――― 

 

注３ 貸出コミットメント契約 

 当社において、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

  当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸

出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の

とおりであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額 2,000百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 1,000百万円

 

        ―――――  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

注１ 販売費及び一般管理費      4,508百万円

   主な費目及び金額は次の通りであります。

運賃 814百万円

販売手数料 99

給料 1,048

従業員賞与 412

賃借料 138

減価償却費 334

注１ 販売費及び一般管理費      4,587百万円

   主な費目及び金額は次の通りであります。

運賃 740百万円

販売手数料 79

給料 1,254

従業員賞与 300

賃借料 148

減価償却費 334

注２ 一般管理費、及び当期製造費用に含まれる研究

開発費は、993百万円であります。

注２ 一般管理費、及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、1,067百万円であります。

㈱寺岡製作所(4987)平成21年3月期決算短信

19



前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 会社法第155条第３号の規定に基づく株式の取得による増加   30,000 株 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,074株 

  
  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,081,955 － － 20,081,955

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 87,250 31,074 － 118,324

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 139 7 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月７日 
取締役会

普通株式 139 7 平成19年９月30日 平成19年12月４日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 139 7 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数及び減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加      783株 

 株式交換による自己株式の減少     117,600株 

  
  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,081,955 － － 20,081,955

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 118,324 783 117,600 1,507

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 139 7 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月30日 
取締役会

普通株式 140 7 平成20年９月30日 平成20年12月２日

決議予定 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 60 3 平成21年３月31日 平成21年６月29日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

注１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 

預入期間が3ヶ月を超える定期 

預金

6,339百万円 

△300百万円

現金及び現金同等物 6,039百万円

注１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照 

   表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 

 

6,128百万円 

現金及び現金同等物 6,128百万円
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 前連結会計年度及び当連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグ

メントの資産の金額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。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資

産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも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。  

  

  

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法          地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域       アジア：中国、シンガポール等 

北米：アメリカ等 

欧州：ヨーロッパ諸国 

  

  

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法          地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域       アジア：中国、シンガポール等 

北米：アメリカ等 

欧州：ヨーロッパ諸国 

  

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

アジア 北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 6,764 310 236 8 7,321

連結売上高(百万円) 25,945

連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

26.1 1.2 0.9 0.0 28.2

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

アジア 北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 5,776 242 219 14 6,251

連結売上高(百万円) 23,833

連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

24.2 1.0 0.9 0.1 26.2
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１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

  

 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内

訳 

  

   
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日) 

(百万円)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

(百万円)

繰延税金資産(流動)

貸倒引当金 0 2

未払賞与 190 128

未払事業税 26 7

未実現棚卸資産売却益 12 －

その他 9 26

計 239 163

繰延税金資産(固定)

減価償却費 223 169

長期未払金 47 35

投資有価証券評価損 240 161

ゴルフ会員権評価損 1 2

繰越欠損金 － 401

その他 11 23

評価性引当額 － △164

繰延税金負債(固定)との相殺 △474 △187

計 49 442

繰 延 税 金 資 産  合計 288 606

繰延税金負債(固定)

固定資産圧縮積立金 △144 △109

その他有価証券評価差額金 △268 △56

その他 △61 △39

繰延税金資産(固定)との相殺 474 187

繰 延 税 金 負 債  合計 － 18

差 引 繰 延 税 金 負 債  合 計 － 18

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

法定実効税率 40.4％

 (調整)

 交際費等永久に損金に算入されない項目 1.0％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.1％

 住民税均等割等 2.3％

 税額控除 △6.6％

 海外子会社における税率差異 △2.6％

 その他 1.0％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.4％

 

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を
省略しております。
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(注)  当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について373百万円減損処理を行っております。 

なお、下落率が30％以上の株式の減損にあっては回復の可能性があると認められる場合を除き減損処理をおこな

っております。 

  

  

 
  

 
(注)  当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について500百万円減損処理を行っております。 

なお、下落率が30％以上の株式の減損にあっては回復の可能性があると認められる場合を除き減損処理をおこな

っております。 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

   株式 976 1,746 769

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

   株式 1,262 1,156 △105

合   計 2,238 2,902 664

２ 時価評価されていない主な有価証券

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式  18

当連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

   株式 595 825 229

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

   株式 1,145 1,055 △89

合   計 1,740 1,880 139

２ 時価評価されていない主な有価証券

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式  18
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当社は、確定給付型の制度として、適格年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象と

されていない割増退職金を支払う場合があります。なお、在外連結子会社には退職金制度はありま

せん。 
  

  

 

  

   

  

 
   

(退職給付関係)

前連結会計年度

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △3,804百万円

ロ 年金資産 3,642百万円

ハ 未認識数理計算上の差異の未処理額 313百万円

ニ 退職給付引当金 

   (「投資その他の資産」の「その他」）
151百万円

３ 退職給付費用に関する事項(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)

イ 勤務費用 205百万円

ロ 利息費用 76百万円

ハ 期待運用収益 △85百万円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 △168百万円

ホ 退職給付費用 28百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 割引率 2.0％

ロ 期待運用収益率 2.0％

ハ 数理計算上の差異の処理年数 翌年度より５年 (定率法)
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当社は、確定給付型の制度として、適格年金制度及び退職一時金制度を、国内連結子会社は退職

一時金制度を設けております。 

また、従業員の退職等に際して、退職給付債務の対象とされていない割増退職金を支払う場合が

あります。なお、在外連結子会社には退職金制度はありません。 
  

  

 

  

   

  

当連結会計年度

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

イ 退職給付債務 △3,771百万円

ロ 年金資産 2,854百万円

ハ 未認識数理計算上の差異の未処理額 941百万円

ニ 退職給付引当金
(当社分52百万円は「投資その他の資産」の
「その他」に、国内連結子会社分28百万円は
「固定負債」の「退職給付引当金」に掲記され
ております。）

23百万円

３ 退職給付費用に関する事項(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)

イ 勤務費用 209百万円

ロ 利息費用 76百万円

ハ 期待運用収益 △72百万円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 115百万円

ホ 退職給付費用 328百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ 割引率 2.0％

ロ 期待運用収益率 2.0％

ハ 数理計算上の差異の処理年数 翌年度より５年 (定率法)

㈱寺岡製作所(4987)平成21年3月期決算短信

26



  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

  

  

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失 

  

 
  

  

  

該当事項はありません。 

   

(開示の省略) 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,219円37銭 １株当たり純資産額 1,166円13銭

１株当たり当期純利益 37円93銭 １株当たり当期純損失 20円00銭

なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につ

いては、潜在株式がないため記載しておりません。

なお潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 24,343 23,416

普通株式に係る純資産額(百万円) 24,343 23,416

普通株式の発行株式数(株) 20,081,955 20,081,955

普通株式の自己株式数(株) 118,324 1,507

１株当り純資産額の算定に用いられた普通株式の

数(株)
19,963,631 20,080,448

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失

（△）(百万円)
758 △401

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

(百万円)
758 △401

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) － －

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式の期中平均株式数(株) 19,986,656 20,080,811

(重要な後発事象)

リース取引、関連当事者情報、デリバティブ取引及び企業結合等に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,709 5,420 

受取手形 注1, 注2 3,832 注1, 注2 2,860 

売掛金 注2 3,317 注2 2,105 

商品 90 80 

製品 684 391 

原材料 901 1,117 

仕掛品 1,655 1,385 

貯蔵品 91 111 

繰延税金資産 226 144 

その他 注2 192 注2 352 

貸倒引当金 △2 △7 

流動資産合計 16,699 13,963 

固定資産 

有形固定資産 

建物 6,358 6,411 

減価償却累計額 △4,360 △4,510 

建物（純額） 1,997 1,900 

構築物 944 943 

減価償却累計額 △781 △799 

構築物（純額） 162 144 

機械及び装置 17,908 19,215 

減価償却累計額 △14,886 △15,693 

機械及び装置（純額） 3,021 3,521 

車両運搬具 167 169 

減価償却累計額 △148 △156 

車両運搬具（純額） 19 12 

工具、器具及び備品 2,170 2,194 

減価償却累計額 △1,885 △1,892 

工具、器具及び備品（純額） 284 301 

土地 3,724 3,724 

建設仮勘定 2,153 4,116 

有形固定資産合計 11,364 13,721 

無形固定資産 

ソフトウエア 323 187 

電話加入権 9 9 

無形固定資産合計 332 196 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,922 1,899 

関係会社株式 445 525 

関係会社出資金 33 33 

破産更生債権等 － 30 

長期前払費用 170 54 

差入保証金 87 84 

役員に対する保険積立金 24 24 

繰延税金資産 48 431 

その他 30 78 

貸倒引当金 － △30 

投資その他の資産合計 3,760 3,131 

固定資産合計 15,457 17,049 

資産合計 32,157 31,012 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 269 333 

買掛金 4,444 2,948 

短期借入金 注4 1,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 － 125 

未払金 749 510 

未払法人税等 317 － 

未払費用 573 371 

預り金 47 44 

設備関係支払手形 36 617 

設備関係未払金 723 777 

その他 14 17 

流動負債合計 8,175 5,745 

固定負債 

長期借入金 － 2,375 

長期未払金 117 87 

固定負債合計 117 2,462 

負債合計 8,292 8,208 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,904 3,904 

資本剰余金 3,489 3,489 

利益準備金 635 635 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 221 169 

別途積立金 11,170 11,170 

繰越利益剰余金 4,147 3,353 

利益剰余金合計 16,174 15,328 

自己株式 △98 △0 

株主資本合計 23,469 22,720 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 395 83 

評価・換算差額等合計 395 83 

純資産合計 23,864 22,804 

負債純資産合計 32,157 31,012 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 

製品売上高 24,092 21,747 

商品売上高 1,270 1,383 

売上高合計 25,362 23,131 

売上原価 

商品及び製品期首たな卸高 601 774 

当期製品製造原価 注2 18,895 注2 17,553 

当期商品仕入高 1,145 1,251 

合計 20,642 19,579 

製品他勘定振替高 18 26 

商品及び製品期末たな卸高 774 471 

売上原価合計 19,849 19,081 

売上総利益 5,513 4,050 

販売費及び一般管理費 注1, 注2 4,250 注1, 注2 4,228 

営業利益又は営業損失（△） 1,262 △178 

営業外収益 

受取利息 19 5 

受取配当金 92 72 

仕入割引 31 25 

受取保険金 13 7 

その他 15 29 

営業外収益合計 173 139 

営業外費用 

支払利息 － 17 

為替差損 30 4 

たな卸資産廃棄損 5 15 

固定資産除却損 10 34 

製品補償費用 12 － 

その他 5 － 

営業外費用合計 65 71 

経常利益又は経常損失（△） 1,370 △110 

特別利益 

ゴルフ会員権売却益 － 3 

貸倒引当金戻入額 1 － 

特別利益合計 1 3 

特別損失 

投資有価証券評価損 373 500 

ゴルフ会員権売却損 － 2 

特別損失合計 373 503 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 998 △610 

法人税、住民税及び事業税 465 25 

法人税等調整額 △101 △88 

法人税等合計 364 △62 

当期純利益又は当期純損失（△） 634 △547 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 3,904 3,904 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,904 3,904 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,489 3,489 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,489 3,489 

資本剰余金合計 

前期末残高 3,489 3,489 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,489 3,489 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 635 635 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 635 635 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 9 221 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の積立 229 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 △17 △52 

当期変動額合計 211 △52 

当期末残高 221 169 

固定資産圧縮特別勘定積立金 

前期末残高 229 － 

当期変動額 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △229 － 

当期変動額合計 △229 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 11,170 11,170 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,170 11,170 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰越利益剰余金 

前期末残高 3,775 4,147 

当期変動額 

自己株式の処分 △18 

剰余金の配当 △279 △280 

固定資産圧縮積立金の積立 △229 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 17 52 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 229 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 634 △547 

当期変動額合計 371 △793 

当期末残高 4,147 3,353 

利益剰余金合計 

前期末残高 15,820 16,174 

当期変動額 

自己株式の処分 － △18 

剰余金の配当 △279 △280 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － － 

当期純利益又は当期純損失（△） 634 △547 

当期変動額合計 354 △845 

当期末残高 16,174 15,328 

自己株式 

前期末残高 △76 △98 

当期変動額 

自己株式の取得 △22 △0 

自己株式の処分 － 97 

当期変動額合計 △22 97 

当期末残高 △98 △0 

株主資本合計 

前期末残高 23,137 23,469 

当期変動額 

自己株式の処分 － 79 

剰余金の配当 △279 △280 

当期純利益又は当期純損失（△） 634 △547 

自己株式の取得 △22 △0 

当期変動額合計 331 △748 

当期末残高 23,469 22,720 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 855 395 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△459 △312 

当期変動額合計 △459 △312 

当期末残高 395 83 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 855 395 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△459 △312 

当期変動額合計 △459 △312 

当期末残高 395 83 

純資産合計 

前期末残高 23,992 23,864 

当期変動額 

自己株式の処分 － 79 

剰余金の配当 △279 △280 

当期純利益又は当期純損失（△） 634 △547 

自己株式の取得 △22 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △459 △312 

当期変動額合計 △128 △1,060 

当期末残高 23,864 22,804 
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該当事項はありません。 

  

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び
評価方法

その他有価証券
 時価のあるもの
  決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)

 時価のないもの
  移動平均法による原価法
子会社株式及び関連会社株式
 移動平均法による原価法

その他有価証券
 時価のあるもの

同左
   

  
    

 時価のないもの
同左

子会社株式
同左

２ たな卸資産の評価基準及
び評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 
：総平均法による低価法

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 
： 総平均法による原価
法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）

（会計方針の変更）
 通常の販売目的で保有するたな
卸資産については、従来、総平均
法による低価法によっておりまし
たが、当期より「棚卸資産の評価
に関する会計基準」が適用された
ことに伴い、総平均法による原価
法（収益性の低下による簿価切下
げの方法）により算定しておりま
す。これに伴い、営業損失、経常
損失及び税引前当期純損失はそれ
ぞれ64百万円増加いたしまし
た。）

３ 固定資産の減価償却の方
法

(1) 有形固定資産
  定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を除
く)については定額法)を採用して
おります。

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

  建物及び構築物    ３～50年
  機械装置及び車輌運搬具
             ４～10年

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
  定率法(ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を除
く)については定額法)を採用して
おります。

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りであります。

  建物及び構築物    ３～50年
  機械装置及び車輌運搬具
             ４～８年
（追加情報）

  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、経済的耐用年数の合
理的な見直しを行い、当期より８
年に変更しております。これに伴
う営業損失、経常損失及び税引前
当期純損失への影響は軽微なもの
であります。

(2) 無形固定資産
  定額法を採用しております。
  なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能
期間(５年)に基づく定額法を採用
しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(3) リース資産
   リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法を採用
しております。

（会計方針の変更）
   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、当事業年
度より「リース取引に関する会計
基準（平成19年３月30日改正）及
びリース取引に関する会計基準の
適用指針」（平成19年３月30日改
正）を適用し、通常の売買取引に
係る方法に準じた会計処理によっ
ております。これに伴う営業損
失、経常損失及び税引前当期純損
失への影響はありません。

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金
  債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等については個
別に回収可能性を検討し、回収不
能見込み額を計上しております。

 

貸倒引当金
同左

退職給付引当金
  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき、当期
末において発生していると認めら
れる額を計上しております。  
 なお、当期末においては、年金
資産見込額が退職給付引当金残高
を超過しているため、その超過額
を「投資その他の資産」の「その
他」に含めて資産の部に計上して
おります。  
 数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(５年)による定率
法により翌事業年度から費用処理
することとしております。     

 

退職給付引当金
  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上し
ております。  
 なお、当期末においては、年金
資産見込額が退職給付引当金残高
を超過しているため、その超過額
を「投資その他の資産」の「その
他」に含めて資産の部に計上して
おります。  
 数理計算上の差異は、その発生
時の従業員の平均残存勤務期間以
内の一定の年数(５年)による定率
法により翌事業年度から費用処理
することとしております。

役員退職慰労引当金

 （追加情報）

  当社は役員退職慰労金制度を廃止
することとし、平成19年６月28日
開催の定時株主総会において退職
慰労金の打ち切り支給案が承認可
決されました。 
これにより、当期において「役員
退職慰労引当金」を全額取り崩
し、打ち切り支給額の未払い分に
ついては、固定負債の「長期未払
金」に含めて表示しております。

―――――
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引について
は、通常の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
す。

―――――

６ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理方法

  消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

(6)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

（減価償却方法） 

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 

政令第83号))に伴い、当期から、平成19年４月１

日以降に取得したものについては、改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。 

これに伴い前期と同一の方法によった場合と比

べ、減価償却費が21百万円増加し、営業利益、経

常利益、及び税引前当期純利益が18百万円それぞ

れ減少しております。 

（追加情報） 

 当期から、平成19年３月31日以前に取得したもの

については、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっており

ます。 

 これに伴い、前期と同一の方法によった場合と比

べ、減価償却費が137百万円増加し、営業利益、経

常利益、及び税引前当期純利益が124百万円それぞ

れ減少しております。 

 

  
―――――
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

注１ 受取手形割引高           72百万円 

 

注１ 受取手形割引高          12百万円 

 

注２ このうち関係会社に対する資産及び負債は次の

通りであります。

受取手形 83百万円

売掛金 

その他

732百万円 

4百万円

注２ このうち関係会社に対する資産及び負債は次の通

りであります。

受取手形 45百万円

売掛金 

その他

306百万円 

4百万円

注３ 偶発債務

下記の会社の金融機関等からの借入等に対し、

債務保証を行っております。

寺岡(上海)高機能膠粘帯 

有限公司
3百万円

寺岡(深圳)高機能膠粘帯 

有限公司
74百万円

注３ 偶発債務

下記の会社の金融機関等からの借入等に対し、債

務保証を行っております。

寺岡(深圳)高機能膠粘帯 

有限公司
35百万円

 

注４ 貸出コミットメント契約

 当社において、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

 当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コ

ミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。

当座貸越極度額及び

貸出コミットメントの総額 2,000百万円

借入実行残高 1,000百万円

差引額 1,000百万円

 

        ――――― 

     

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
注１ 販売費及び一般管理費 4,250百万円

   販売費に属する費用のおおよその割合は44％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は56％であります。主な費目及び金額は次の

通りであります。

運賃 775百万円

販売手数料 99

給料 966

従業員賞与 412

賃借料 100

減価償却費 316

 
注１ 販売費及び一般管理費 4,228百万円

   販売費に属する費用のおおよその割合は44％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

56％であります。主な費目及び金額は次の通りで

あります。

運賃 705百万円

販売手数料 91

給料 1,098

従業員賞与 290

賃借料 97

減価償却費 320

注２ 一般管理費、及び当期製造費用に含まれる研究

開発費は、993百万円であります。

注２ 一般管理費、及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、1,067百万円であります。
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   会社法第155条第３号の規定に基づく株式の取得による増加  30,000株 

   単元未満株式の買取りによる増加  1,074株 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数及び減少額の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加       783株 

   株式交換による自己株式の減少     117,600株 

  

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 87,250 31,074 － 118,324

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 118,324 783 117,600 1,507
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