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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 5,089 △21.1 △112 ― △66 ― △36 ―

21年3月期第1四半期 6,453 ― 191 ― 310 ― 194 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.83 ―

21年3月期第1四半期 9.68 ―

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

22年3月期第1四半期 30,677 23,510 76.6 1,170.81
21年3月期 31,849 23,416 73.5 1,166.13

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  23,510百万円 21年3月期  23,416百万円

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

21年3月期 ― 7.00 ― 3.00 10.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 4.00 7.00

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 

 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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 20,081,955株 21年3月期  20,081,955株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,829株 21年3月期  1,507株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 20,080,143株 21年3月期第1四半期 20,081,145株
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当第１四半期連結累計期間(以後当期１Ｑ)におけるわが国経済は、昨年後半から続く未曾有の経済危機
からは脱し一部に底入れの兆しが見えてきてはいますが、本格的な回復に向けた動きは鈍く依然として厳
しい事業環境が続いております。 
このような環境下、前第４四半期連結会計期間（以後前期４Ｑ）に大きく落込んだ当社グループの当期

１Ｑ売上高は、ようやく底を打ち前期４Ｑの比較で23.5％増と回復基調にはありますが、前第1四半期連
結累計期間（以後前期１Ｑ）との比較ではまだ21.1％減の水準に留まっています。利益面では、原材料コ
ストの低減効果や全社を挙げて経営の効率化、諸経費節減等の実施等収益改善に努めましたが、利益を出
すまでには至らず営業損失を余儀なくされました。 
製品部門別の連結売上状況は、以下の通りです。 
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が減少し、また、企業の経費削減や一般消

費者の消耗品類買い控えの影響もあり大きな落ち込みが懸念されましたが、売上高は11億18百万円とな
り、前期４Ｑに比較して2.3％減少(前期１Ｑ比12.5％減)に留まりました。 
電機・電子用テープにつきましては、前期４Ｑに売上高が大幅に落ち込みましたが、薄型テレビや携帯

電話、ゲーム機等のデジタル機器製品の需要がユーザー在庫調整の進みから回復傾向を示しています。売
上高は、24億95百万円となり、前期４Ｑに比較して54.9％の増加(前期１Ｑ比24.9％減)となりました。 
産業用テープにつきましては、前期４Ｑに売上高が大幅に落ち込み、当期１Ｑも建築、リフォーム関係

の低迷が続いており、依然として苦戦を強いられました。売上高は、14億75百万円となり、前期４Ｑ比
8.1％の増加(前期１Ｑ比20.5％減)となりました。 
当期１Ｑの売上高は、50億89百万円(前期１Ｑ比21.1％減)となりました。損益面は、１億12百万円の営

業損失(前期１Ｑは1億91百万円の営業利益)となり、66百万円の経常損失(前期１Ｑは３億10百万円の経常
利益)、36百万円の四半期純損失（前期１Ｑは1億94百万円の四半期純利益）となりました。 

    

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ3.7%減少し306億77百万円となりました。 
流動資産は、前連結会計年度末と比べ6.1％減少し142億５百万円となりました。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1.5％減少し164億71百万円となりました。茨城工場内の新粘着テ

ープ製造設備は、４月より生産活動を開始したことに伴い、建設仮勘定から本勘定(建物、機械装置等)へ
振り替えております 
当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ15.0％減少し71億66百万円となりました。 
流動負債は、前連結会計年度末と比べ19.8％減少し46億71百万円となりました。これは、主に設備債務

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4.4％減少し24億95百万円となりました。これは、主に長期借入

金から１年内長期借入金への振り替えによるものです。 
当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ0.4％増加し235億10百万円となりました。こ

れは、主に保有株式の時価が一部回復したことに伴う有価証券評価差額金の増加等によるものです。 

  

（キャッシュ・フローについて） 
当第１四半期末における現金及び預金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末と比べ７億6

百万円減少し54億22百万円となりました。 

    

（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、６億68百万円となりました。これは、主に減価償却費等によるもので
す。 

   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によって使用した資金は、12億95百万円となりました。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） 

財務活動によって使用した資金は、66百万円となりました。これは、主に配当金の支払いによるもので
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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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表致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。 

  

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、税金等調整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。ただし、見積実効税率を使用できない場合は法定実効税率を使用しております。なお、法
人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,422 6,128

受取手形及び売掛金 5,524 5,279

商品及び製品 594 576

仕掛品 1,325 1,385

原材料及び貯蔵品 958 1,228

その他 390 543

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 14,205 15,132

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,591 2,055

機械装置及び運搬具（純額） 5,520 3,664

土地 3,784 3,784

建設仮勘定 321 4,116

その他（純額） 312 304

有形固定資産合計 13,531 13,924

無形固定資産 175 198

投資その他の資産   

投資有価証券 2,254 1,899

その他 541 726

貸倒引当金 △31 △31

投資その他の資産合計 2,765 2,594

固定資産合計 16,471 16,717

資産合計 30,677 31,849

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,886 3,306

短期借入金 28 35

1年内返済予定の長期借入金 250 125

未払法人税等 1 －

その他 1,505 2,354

流動負債合計 4,671 5,821

固定負債   

長期借入金 2,250 2,375

引当金 58 28

負ののれん 95 101

その他 90 106

固定負債合計 2,495 2,611

負債合計 7,166 8,432
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

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 15,933 16,030

自己株式 △1 △0

株主資本合計 23,327 23,425

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 294 83

為替換算調整勘定 △112 △91

評価・換算差額等合計 182 △8

純資産合計 23,510 23,416

負債純資産合計 30,677 31,849
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,453 5,089

売上原価 5,045 3,897

売上総利益 1,407 1,192

販売費及び一般管理費 1,216 1,304

営業利益又は営業損失（△） 191 △112

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 39 22

為替差益 67 －

負ののれん償却額 7 6

受取補償金 － 23

その他 17 13

営業外収益合計 134 66

営業外費用   

支払利息 2 12

支払補償費 10 －

為替差損 － 3

その他 2 5

営業外費用合計 14 21

経常利益又は経常損失（△） 310 △66

特別損失   

投資有価証券評価損 36 －

特別損失合計 36 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

274 △66

法人税等 79 △30

四半期純利益又は四半期純損失（△） 194 △36
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

274 △66

減価償却費 325 594

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 30

受取利息及び受取配当金 △41 △22

支払利息 2 12

売上債権の増減額（△は増加） △220 △252

たな卸資産の増減額（△は増加） △63 310

仕入債務の増減額（△は減少） △323 △415

その他 672 507

小計 624 697

利息及び配当金の受取額 41 22

利息の支払額 △2 △12

法人税等の支払額 △265 △38

営業活動によるキャッシュ・フロー 397 668

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 △329 △1,289

無形固定資産の取得による支出 △11 △6

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △342 △1,295

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） △31 △6

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △139 △60

その他 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △172 △66

現金及び現金同等物に係る換算差額 40 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76 △706

現金及び現金同等物の期首残高 6,039 6,128

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 6,016 5,422
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該当事項なし 

  

a.〔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21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び  

 前第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）  

   

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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び  

 前第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）  

   

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１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 
  

前第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）  

 
  

  

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) 1,293 20 35 1 1,350

連結売上高(百万円) ― ― ― ― 5,089

連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

25.4 0.4 0.7 0.0 26.5

アジア 北米 欧州 その他 計

海外売上高(百万円) 1,596 44 78 3 1,721

連結売上高(百万円) ― ― ― ― 6,453

連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

24.7 0.7 1.2 0.0 26.7

(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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