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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 77,969 △41.1 △5,237 ― △5,184 ― △4,862 ―

21年3月期第1四半期 132,368 ― 8,902 ― 10,152 ― 7,258 ―

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 △28.12 ―

21年3月期第1四半期 41.97 ―

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 531,289 250,680 43.5 1,337.55
21年3月期 509,772 246,130 44.4 1,308.90

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  231,284百万円 21年3月期  226,329百万円

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  

（注）平成22年3月期の配当につきましては、現時点では未定であります。 

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

21年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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  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

第2四半期 
連結累計期間

169,500 △35.0 △7,400 ― △8,100 ― △7,300 ― △42.22

通期 379,000 △18.8 △5,200 ― △7,200 ― △8,000 ― △46.27
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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 

１．平成21年5月13日に公表いたしました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．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。 

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 173,138,537株 21年3月期  173,138,537株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  222,531株 21年3月期  222,203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 172,916,211株 21年3月期第1四半期 172,928,664株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、 悪期を脱して一部で景気の底入れ感が出てまいりましたが、

昨年からの金融危機の影響が大きく、設備投資の減少、雇用の悪化、個人消費の低迷等が続き、きわめて厳しい状況

で推移しました。 

自動車業界は、政府によるエコカー減税等の内需刺激策により、ハイブリット車に注目が集まるものの、国内外と

も新車の販売は低迷しており、不透明な状況が続いております。 

電子機器業界は、一部で購入促進施策等が奏功し、持ち直しの動きがみられますが、個人消費の低迷に伴う携帯電

話、パソコン及び周辺機器等の需要が減少しました。 

事務機業界は、企業の投資意欲の減退により、複写機等の需要が減少しました。 

このような状況のもと、当社の事業のセグメント別の業績は以下のとおりです。 

  

シール事業におきましては、前年度下期以降から続く、グローバルでの新車需要の冷え込みにより、自動車関連メ

ーカーへの販売が大幅に減少しました。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への販売も大幅に減少しました。その結果、売上高

は426億９千９百万円（前年同期比41.1%の減収）となりました。営業損失は35億８千８百万円（前年同期は63億8千1

百万円の営業利益）となりました。 

  

フレキシブル基板事業におきましては、主要用途であるハードディスクドライブメーカーの生産減少、および国内

外携帯電話メーカーの生産も減少したため、大幅な販売減少となりました。その結果、売上高は269億６千４百万円

（前年同期比41.3%の減収）となりました。営業損失は６億４千７百万円（前年同期は26億２千７百万円の営業利

益）となりました。 

  

ロール事業におきましては、経済環境の急激な悪化から企業のオフィス機器需要が大きく減退し、各メーカーでの

販売減少に伴う生産減少と在庫調整により、売上高は61億２千６百万円（前年同期比36.9%の減収）となりました。

営業損失は８億８千１百万円（前年同期は２億７千９百万円の営業損失）となりました。 

  

各事業ともに、人件費の削減や投資の抑制、経費の圧縮等の諸施策を緊急に実施したものの、販売減少による収益

悪化を補うことができず、営業損失を計上する結果となりました。 

  

以上の結果、当第1四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高は779億６千９百万円（前年同期比41.1％の

減収）、営業損失は52億３千７百万円（前年同期は89億２百万円の営業利益）、経常損失は51億８千４百万円（前年

同期は101億５千２百万円の経常利益）、四半期純損失は48億６千２百万円（前年同期は72億５千８百万円の純利

益）となりました。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、借入金の増加に伴う現預金の増加、および投資有価証券時価評価額の増

加等により前期末比215億１千６百万円増の5,312億８千９百万円となりました。 

  負債は、当社グループの資金需要に備えるため、長期資金の借入を実施したこと等により、前期末比169億６千６

百万円増の2,806億８百万円となりました。 

  純資産は、主として時価評価額増加に伴うその他有価証券評価差額金の増加、および為替換算調整勘定の増加等に

より、前期末比45億４千９百万円増の2,506億８千万円となり、自己資本比率は43.5％となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

  当第１四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

151億９千９百万円増加し、973億６百万円となりました。当第１四半期連結会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、48億７千５百万円（前年同期比42.4％の増加）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があったものの、たな卸資産の削減等による運転資金の増加、および法人税

等の支払額の減少等があったことによるものです。 

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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 〔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、46億５千４百万円（前年同期比65.6％の減少）となりました。これは、主とし

て、有形固定資産の取得を抑制したことによるものです。 

 〔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、135億７千２百万円（前年同期比40.5％の増加）となりました。これは、主と

して当社グループの資金需要に備え、長期資金の借入を実施したこと等によるものです。 

  

  

業績予想につきましては、 近の経済状況をふまえて修正しております。 

詳細は、本日公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理 

四半期連結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連結会計年

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。  

  

  

  

（追加情報） 

・役員退職慰労金制度の廃止 

連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は、従来、役員の退任時に支給される慰労金の支払いに備える

ため、内規に基づく要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上しておりましたが、平成21年５月25日開催

の取締役会において役員退職慰労金制度の廃止を決議致しました。また、平成21年６月開催の各社の定時株主

総会において、当該総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を打ち切り支給することを決議致しま

した。打ち切り支給に関する支払時期は各役員の退任時であるため、未支給額952百万円は固定負債の「その

他」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
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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 97,730 82,600

受取手形及び売掛金 91,346 87,863

商品及び製品 17,861 21,432

仕掛品 17,939 13,079

原材料及び貯蔵品 9,794 14,616

その他 15,422 14,610

貸倒引当金 △1,066 △1,084

流動資産合計 249,029 233,118

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 73,626 73,132

機械装置及び運搬具（純額） 80,439 79,487

その他（純額） 39,828 40,819

有形固定資産合計 193,894 193,439

無形固定資産   

のれん 1,043 1,237

その他 1,404 1,357

無形固定資産合計 2,447 2,594

投資その他の資産   

投資有価証券 49,508 42,692

その他 36,719 38,235

貸倒引当金 △310 △308

投資その他の資産合計 85,917 80,619

固定資産合計 282,259 276,653

資産合計 531,289 509,772
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,922 34,235

短期借入金 63,958 61,890

賞与引当金 4,138 4,726

事業構造改善引当金 1,924 1,959

その他 32,837 35,489

流動負債合計 139,780 138,300

固定負債   

長期借入金 90,468 75,184

退職給付引当金 46,174 46,340

その他の引当金 244 1,504

その他 3,940 2,311

固定負債合計 140,828 125,340

負債合計 280,608 263,641

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金 22,450 22,450

利益剰余金 187,134 192,861

自己株式 △242 △241

株主資本合計 232,678 238,406

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,484 9,580

為替換算調整勘定 △14,879 △21,656

評価・換算差額等合計 △1,394 △12,076

少数株主持分 19,396 19,801

純資産合計 250,680 246,130

負債純資産合計 531,289 509,772
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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 132,368 77,969

売上原価 106,485 70,293

売上総利益 25,883 7,676

販売費及び一般管理費   

給料 4,353 3,821

賞与引当金繰入額 1,077 803

退職給付費用 481 593

その他 11,068 7,695

販売費及び一般管理費合計 16,981 12,913

営業利益又は営業損失（△） 8,902 △5,237

営業外収益   

受取配当金 485 237

持分法による投資利益 1,270 －

為替差益 － 578

その他 663 668

営業外収益合計 2,419 1,484

営業外費用   

支払利息 624 910

持分法による投資損失 － 430

為替差損 336 －

その他 208 90

営業外費用合計 1,169 1,431

経常利益又は経常損失（△） 10,152 △5,184

特別利益   

固定資産売却益 － 57

貸倒引当金戻入額 150 －

退職給付引当金戻入額 104 －

その他 116 20

特別利益合計 372 77

特別損失   

固定資産除却損 160 161

その他 123 27

特別損失合計 283 189

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（△）

10,240 △5,296

法人税等 2,343 △448

少数株主利益 638 14

四半期純利益又は四半期純損失（△） 7,258 △4,862
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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（△）

10,240 △5,296

減価償却費 8,962 8,554

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,727 △590

退職給付引当金の増減額（△は減少） △641 △282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △1,259

受取利息及び受取配当金 △661 △332

支払利息 624 910

為替差損益（△は益） △149 △214

持分法による投資損益（△は益） △1,270 430

のれん償却額 400 272

有形固定資産除却損 160 180

売上債権の増減額（△は増加） △651 △583

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,369 4,612

仕入債務の増減額（△は減少） △1,359 14

割引手形の増減額（△は減少） △3,346 △326

その他 1,331 △238

小計 9,542 5,850

利息及び配当金の受取額 858 444

利息の支払額 △889 △920

法人税等の支払額 △6,086 △499

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,424 4,875

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） △226 －

投資有価証券の取得による支出 － △114

投資有価証券の売却及び償還による収入 626 －

子会社株式の取得による支出 － △150

有形固定資産の取得による支出 △14,165 △4,607

有形固定資産の売却による収入 268 259

その他 △26 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,523 △4,654

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） 13,734 △2,872

長期借入れによる収入 821 20,942

長期借入金の返済による支出 △2,157 △2,300

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △259

配当金の支払額 △1,582 △771

少数株主への配当金の支払額 △1,103 △1,164

その他 △51 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,661 13,572

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,684 1,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,121 15,199

現金及び現金同等物の期首残高 38,779 82,107

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,657 97,306
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 該当事項はありません。 

  

 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） 

  

（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〕

  
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  72,544  45,953  9,717  4,153  132,368  －  132,368

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,109  364  －  321  1,795 (1,795)  －

     計  73,654  46,318  9,717  4,474  134,164 (1,795)  132,368

営業利益又は営業損失（△）  6,381  2,627  △279  173  8,904 (2)  8,902

  
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  42,699  26,964  6,126  2,178  77,969  －  77,969

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 782  285  －  266  1,335 (1,335)  －

     計  43,481  27,250  6,126  2,445  79,304 (1,335)  77,969

営業損失（△）  △3,588  △647  △881  △122  △5,239  2  △5,237
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 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）  

  

 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） 

   

 該当事項はありません。 

   

〔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  82,728  45,625  4,015  132,368  －  132,368

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11,901  7,968  276  20,146 (20,146)  －

     計  94,629  53,594  4,291  152,515 (20,146)  132,368

営業利益  5,155  3,476  57  8,689  212  8,902

  
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  51,099  25,320  1,549  77,969  －  77,969

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 10,678  4,647  84  15,410 (15,410)  －

     計  61,778  29,968  1,633  93,379 (15,410)  77,969

営業損失（△）  △3,274  △1,667  △284  △5,226  △10  △5,237

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  50,457  7,312  57,769

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  132,368

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 38.1  5.5  43.6

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  28,850  3,071  31,921

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  77,969

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 37.0  3.9  40.9

（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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