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

22年3月期第3四半期 49,021 △15.0 3,591 55.1 3,907 54.8 2,428 43.4
21年3月期第3四半期 57,656 ― 2,315 ― 2,523 ― 1,693 ―

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3四半期 21.72 ―

21年3月期第3四半期 15.04 ―

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3四半期 68,355 39,257 57.4 352.22
21年3月期 64,441 36,274 56.3 324.19

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  39,257百万円 21年3月期  36,274百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 3.75 ― 3.75 7.50
22年3月期 ― 3.75 ―

22年3月期 
（予想）

3.75 7.50

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 64,000 △11.6 3,800 80.1 4,100 67.0 2,500 78.1 22.35

－1－



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．その他をご覧下さい。 

(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 

・上記に記載した予想数値は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により
上記予想数値と異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3四半期 116,996,839株 21年3月期  116,996,839株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,538,803株 21年3月期  5,101,061株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 111,781,929株 21年3月期第3四半期 112,600,802株
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（参考） 

 平成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） 

（％表示は対前期増減率）

 
   （注）個別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 53,000 △11.0 3,300 102.8 3,500 91.0 2,200 96.8 19.64

－3－
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各業界での過剰在庫の調整が進行し、徐々にでは

ありますが回復の兆しが見えて参りました。しかしながら、企業収益の落ち込みで民間設備投資は減少

を続けており、個人消費につきましても政府による経済支援策の効果で自動車・薄型テレビ等の耐久消

費財は堅調でありましたが、雇用や所得の不安等が増すなか、全般的に低迷した状況にありました。 

 このような状況のなか、当社グループは原材料価格の上昇傾向によるコストアップがあったものの営

業費用の削減に引き続き注力し、売上高が減少する環境下でも営業利益が確保できる体制作りに邁進し

てまいりました。当第３四半期連結累計期間においては、自動車メーカーの生産台数も一時の大幅減少

を脱したとはいえ、一昨年のリーマンショック以前の状況には程遠く、当社自動車内装材も厳しい状況

にありました。電気・電子等情報関連業界も依然回復の歩調は鈍く当社工業用テープが、住宅関連では

マンション建設が 悪の状況にあって当社壁紙・建材用フィルムが、また石化業界の低迷でフレキシブ

ルコンテナーバックが影響を受けております。さらに、個人消費の減退でホームセンター向け雨衣・ブ

ーツ等が厳しい状況にありました。 

 結果、売上高は490億21百万円（前年同期比15.0％減）、営業利益は35億91百万円（前年同期比

55.1％増）、経常利益は為替差損が１億94百万円（前年同期は３億21百万円の損）あり39億７百万円

（前年同期比54.8％増）、四半期純利益24億28百万円（前年同期比43.4％増）となりました。 

  

① 資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は683億55百万円で、前連結会計年度末と比べ39億13

百万円増加しております。 

 流動資産は401億80百万円で、前連結会計年度末と比べ14億53百万円の増加となりました。これは

主として、受取手形及び売掛金20億31百万円増加し、現金及び預金３億45百万円、たな卸資産全体で

１億55百万円がそれぞれ減少したことによるものです。 

 固定資産は281億75百万円で、前連結会計年度末と比べ24億60百万円の増加となりました。これは

主として、投資有価証券が25億51百万円増加したことによるものです。 

② 負債 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は290億97百万円で、前連結会計年度末と比べ９億30

百万円増加しております。 

 流動負債は209億16百万円で、前連結会計年度末と比べ95百万円の増加となりました。これは主と

して、支払手形及び買掛金４億81百万円、未払法人税等７億23百万円がそれぞれ増加し、短期借入金

８億77百万円、賞与引当金３億55百万円がそれぞれ減少したことによるものです。 

 固定負債は81億80百万円で、前連結会計年度末と比べ８億34百万円増加しております。これは主と

してその他固定負債８億76百万円が増加したことによるものです。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は392億57百万円で、前連結会計年度末と比べ29億83

百万円増加しております。 

 これは主として利益剰余金15億86百万円、その他有価証券評価差額金15億81百万円が増加したこと

によるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、 近の業績の動向を踏まえ前回予想（平成21年11月２日発表）

を修正しております。 

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している資産について、連結会計年度に係る減価償却費の額

を期間按分して算定する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,524 8,870

受取手形及び売掛金 21,679 19,647

商品及び製品 6,646 6,893

仕掛品 917 961

原材料及び貯蔵品 1,165 1,029

その他 1,407 1,456

貸倒引当金 △160 △131

流動資産合計 40,180 38,727

固定資産   

有形固定資産 15,597 15,391

無形固定資産 598 783

投資その他の資産   

投資有価証券 11,231 8,680

その他 772 930

貸倒引当金 △25 △70

投資その他の資産合計 11,978 9,539

固定資産合計 28,175 25,714

資産合計 68,355 64,441

－6－
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,439 14,957

短期借入金 1,127 2,004

未払法人税等 858 134

賞与引当金 342 697

その他 3,149 3,026

流動負債合計 20,916 20,821

固定負債   

社債 1,500 1,500

長期借入金 1,013 1,003

退職給付引当金 2,854 2,796

負ののれん 47 156

その他 2,765 1,889

固定負債合計 8,180 7,346

負債合計 29,097 28,167

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,047 13,047

資本剰余金 2,232 2,232

利益剰余金 22,985 21,399

自己株式 △2,103 △1,953

株主資本合計 36,162 34,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,510 1,929

繰延ヘッジ損益 10 7

為替換算調整勘定 △425 △388

評価・換算差額等合計 3,095 1,548

純資産合計 39,257 36,274

負債純資産合計 68,355 64,441
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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）

前第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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 57,656 49,021

売上原価 45,946 35,937

売上総利益 11,709 13,083

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 1,939 2,404

その他の販売費 2,063 2,011

給料及び賞与 2,267 2,135

賞与引当金繰入額 351 336

退職給付引当金繰入額 76 106

貸倒引当金繰入額 － 29

その他の一般管理費 2,694 2,468

販売費及び一般管理費合計 9,394 9,492

営業利益 2,315 3,591

営業外収益   

受取利息 17 5

受取配当金 301 246

不動産賃貸料 227 219

負ののれん償却額 109 109

その他 120 145

営業外収益合計 775 726

営業外費用   

支払利息 68 53

不動産賃貸費用 108 90

為替差損 321 194

その他 69 71

営業外費用合計 568 410

経常利益 2,523 3,907

特別利益   

固定資産売却益 942 0

投資有価証券売却益 107 5

特別利益合計 1,049 6

特別損失   

固定資産売却損 3 －

固定資産除却損 68 62

減損損失 － 54

投資有価証券評価損 369 68

たな卸資産評価損 337 －

その他 37 2

特別損失合計 816 187

税金等調整前四半期純利益 2,756 3,726

法人税、住民税及び事業税 584 1,069

法人税等調整額 477 228

法人税等合計 1,062 1,298

四半期純利益 1,693 2,428
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 2,756 3,726

減価償却費 1,833 1,740

減損損失 － 54

負ののれん償却額 △109 △109

賞与引当金の増減額（△は減少） △374 △355

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △66 57

その他の引当金の増減額（△は減少） △16 －

受取利息及び受取配当金 △318 △251

支払利息 68 53

為替差損益（△は益） 41 △6

持分法による投資損益（△は益） △30 △46

投資有価証券売却損益（△は益） △107 △5

投資有価証券評価損益（△は益） 369 68

固定資産売却損益（△は益） △939 △0

固定資産除却損 68 62

売上債権の増減額（△は増加） △1,279 △2,045

たな卸資産の増減額（△は増加） 186 165

その他の資産の増減額（△は増加） 25 △14

仕入債務の増減額（△は減少） 1,574 478

その他の負債の増減額（△は減少） △681 △18

その他 20 34

小計 3,017 3,570

利息及び配当金の受取額 317 251

利息の支払額 △54 △38

法人税等の支払額 △804 △339

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,476 3,443

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △105 △205

定期預金の払戻による収入 105 205

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,153 △1,855

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,619 27

投資有価証券の取得による支出 △1,506 △9

投資有価証券の売却による収入 134 57

その他 67 △59

投資活動によるキャッシュ・フロー △837 △1,840

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,583 1,326

短期借入金の返済による支出 △3,146 △2,203

長期借入金の返済による支出 △0 △0

自己株式の取得による支出 △521 △151

配当金の支払額 △846 △838

その他 △58 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,991 △1,945

現金及び現金同等物に係る換算差額 △108 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △460 △345

現金及び現金同等物の期首残高 8,327 8,665

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,867 8,319
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該当事項はありません。 

  

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) 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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