
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：有 

配当予想修正の詳細については、同日発表の「平成23年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。  

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

      （公）財務会計基準機構会員

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

      平成22年７月29日

上場会社名 株式会社ＮＢＣメッシュテック 上場取引所  東 

コード番号 3534 ＵＲＬ  http://www.nbc-jp.com 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）石塚 昭夫 

問合せ先責任者  （役職名） 常務取締役管理本部長 （氏名）古川 雅道 （ＴＥＬ）  042（582）2411 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日  －   

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,987  28.1  108  －  91  －  53  －

22年３月期第１四半期  2,332  △29.7  △112  －  △95  －  △60  －

  
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 

23年３月期第１四半期  5.97   －

22年３月期第１四半期   △6.70   －

  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 

23年３月期第１四半期  21,436  17,720  82.6  1,972.30

22年３月期  21,337  17,701  82.9   1,970.34

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 17,697百万円 22年３月期 17,680百万円 

  
年間配当金 

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 

22年３月期  －  0.00  －  10.00  10.00

23年３月期  －

23年３月期（予想）  0.00  －  0.00  0.00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）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（累計）  5,520  13.5  150  －  175  －  110  －   12.26

通期  11,000  9.7  230  －  250  923.7  150  －   16.72



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社 （社名）                        、除外      －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中であります。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照くださ

い。 

当社は、平成22年７月29日開催の取締役会において、株式会社日清製粉グループ本社による当社普通株式に対する公

開買付けについて、賛同するとともに、当社の株主の皆様が当該公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいた

しました。詳細については、同日発表の「支配株主である株式会社日清製粉グループ本社による当社株式に対する公開

買付けに関する意見表明のお知らせ」をご参照ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 9,309,000株 22年３月期 9,309,000株 

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 335,812株 22年３月期 335,785株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,973,208株 22年３月期１Ｑ 8,973,352株 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における世界経済を概観しますと、主要各国における景気刺激策の効果や中国を中心と

するアジア経済の成長に支えられ持ち直しの動きをみせておりますが、欧州での金融不安の影響など懸念要因もあ

り、実体経済は不透明な状況で推移しております。米国及び欧州経済は、政策効果もあり基調としては緩やかな持ち

直しが見込まれておりますが、信用収縮、雇用の悪化などにより、景気回復が停滞する懸念があります。アジア経済

は、中国では内需を中心に拡大しており、その他地域でも総じて景気は回復しております。一方、我が国経済は、企

業収益の改善や輸出の増加、個人消費の持ち直しの傾向がみられるものの、欧州を中心とした海外景気の下振れ懸念

や厳しい雇用情勢、円高、デフレの影響など景気の下押しリスクもあることから、先行きは依然として不透明な状況

が続いております。 

 このような経済環境の中、当社製品の得意先関連業界の状況でありますが、昨年の需要低迷期からは全般的に需要

の持ち直し傾向があり、自動車部品業界でも、ハイブリッド車などが牽引して自動車市場は回復に向かっておりま

す。 

 得意先関連業界のこのような事業環境の下で、当社グループは、海外市場への販売力強化、新規顧客層の積極的な

開拓、研究開発体制の充実、生産・購買部門における徹底したコストダウンを進めてまいりました。その結果、当第

１四半期連結会計期間の売上高は29億８千７百万円（前年同期比28.1%増）、営業利益は１億８百万円（前年同期は

営業損失１億１千２百万円）、経常利益は９千１百万円（前期同期は経常損失９千５百万円）、四半期純利益は５千

３百万円（前期同期は四半期純損失６千万円）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（スクリーン印刷用資材） 

 当社グループの主力製品であるスクリーン印刷用メッシュクロスは、国内において、前年に比べて一般印刷業界な

どの需要回復の兆しがみられ売上は増加いたしました。海外においても、北米、欧州、中国、アジアとほぼ全地域で

売上を伸ばしました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は11億６千５百万円（前年同期比 32.6％増）、営業利益は４百万円（前年同

期は営業損失６千８百万円）となりました。 

  

（産業用資材） 

 産業資材用途としては、得意先での生産の回復により、フィルター用、濾過布用、メディカル用、生活関連用など

の全ての用途で売上が増加いたしました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は８億３千９百万円（前年同期比 15.2％増）、営業利益は２百万円（前年同

期は営業損失２千８百万円）となりました。 

  

（化成品） 

 自動車用フィルターは、主力のインジェクター用及びＡＢＳ用フィルターなど、ハイブリッド車向けが牽引し全体

的に回復傾向にありますが、家電用フィルターについては、浄水器用及びファンヒーター用フィルターは売上を伸ば

しましたが、洗濯機用、エアコン用フィルターなどは減少いたしました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は８億６千７百万円（前年同期比 32.9％増）、営業利益は７千９百万円（前

年同期は営業損失２千４百万円）となりました。 

  

（その他） 

 その他については、養殖用生簀（いけす）金網の入替用の需要回復により、売上高は１億１千５百万円（前年同期

比 59.6％増）、営業利益は２千１百万円（前年同期比 136.5％増）となりました。 

  

※当第１四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準

の適用指針」を適用しておりますが、セグメント区分及び売上高、セグメント利益の測定方法は従来と同一でありま

す。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は214億３千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ９千８百万円増加いたしました。

流動資産は125億１千８百万円となり、９千万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少２億８千１百

万円、受取手形及び売掛金の増加３億１千５百万円、仕掛品の増加１千３百万円であります。固定資産は89億１千７

百万円となり７百万円増加いたしました。有形固定資産は、77億３千９百万円となり４千万円減少、無形固定資産

は、６億１千３百万円となり４千９百万円増加、投資その他の資産は５億６千５百万円となり１百万円減少いたしま

した。 

 当第１四半期末の負債合計は37億１千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ７千９百万円増加いたしました。

流動負債は15億８千３百万円となり、１千万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少２千９百

万円であります。固定負債は21億３千２百万円となり、６千８百万円増加いたしました。主な要因は、退職給付引当

金の増加１千８百万円であります。 

 当第１四半期末の純資産合計は177億２千万円となり、前連結会計年度末に比べ１千９百万円増加いたしました。

主な要因は、当四半期純利益５千３百万円の計上、配当金８千９百万円の支払、為替換算調整勘定の増加５千８百万

円であります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の82.9%から82.6%と0.3%減少いたしました。 

  

 キャッシュフローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動の結果、税金等

調整前四半期純利益が９千万円となり、又投資活動の結果、３億１千２百万円の資金を得られたこと等により前連結

会計年度末に比べ２億１千８百万円増加し、当第１四半期末は、18億２千８百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（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、１千４百万円（前年同四半期は１億３千４百万円の獲得）となりました。これは

主に、減価償却費と売上債権の増加と仕入債務の減少と未払費用の減少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） 

 投資活動の結果得られた資金は、３億１千２百万円（前年同四半期は１億３千万円の使用）となりました。これは

主に、定期預金の預入と定期預金の払戻と有形固定資産の取得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） 

 財務活動の結果使用した資金は、１億２千３百万円（前年同四半期は１億２百万円の使用）となりました。これは

主に、リース債務の返済と配当金の支払等によるものであります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績は、概ね計画した範囲内で推移したため、平成22年４月26日発表の通期連結業績 

予想に変更はありません。今後の動向により修正の必要性が生じた場合は、適切かつ速やかに開示してまいります。 

なお、業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係 

る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる 

場合があります。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡易な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等は多額の貸倒等の発生がない限り前期連結会計年度末と同等とみなしております。 

特有の会計処理 

・税金費用の計算 

 税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務 

諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算して 

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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

１．「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

２．資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

② ①以外の変更 

  該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,828,484 4,110,162 

受取手形及び売掛金 3,392,885 3,077,249 

商品及び製品 3,211,734 3,210,837 

仕掛品 612,033 598,704 

原材料及び貯蔵品 1,025,388 1,020,483 

その他 461,753 423,976 

貸倒引当金 △13,969 △13,918 

流動資産合計 12,518,311 12,427,495 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,394,922 3,406,453 

その他（純額） 4,344,468 4,373,047 

有形固定資産合計 7,739,390 7,779,500 

無形固定資産   

のれん 26,554 28,968 

その他 586,450 534,532 

無形固定資産合計 613,004 563,500 

投資その他の資産   

その他 567,593 569,103 

貸倒引当金 △2,090 △2,090 

投資その他の資産合計 565,502 567,012 

固定資産合計 8,917,897 8,910,014 

資産合計 21,436,208 21,337,509 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 734,277 763,512 

未払法人税等 28,730 35,211 

その他 820,214 773,539 

流動負債合計 1,583,221 1,572,264 

固定負債   

退職給付引当金 1,592,836 1,574,436 

その他 539,268 489,012 

固定負債合計 2,132,105 2,063,448 

負債合計 3,715,326 3,635,712 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金 14,613,438 14,649,594 

自己株式 △467,379 △467,358 

株主資本合計 18,217,687 18,253,863 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,270 10,231 

為替換算調整勘定 △525,102 △583,826 

評価・換算差額等合計 △519,831 △573,595 

少数株主持分 23,026 21,528 

純資産合計 17,720,882 17,701,796 

負債純資産合計 21,436,208 21,337,509 

㈱ＮＢＣメッシュテック（3534）平成23年３月期 第１四半期決算短信

6



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,332,589 2,987,875 

売上原価 1,753,436 2,099,170 

売上総利益 579,153 888,704 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 57,377 65,989 

給与及び報酬 200,228 － 

役員報酬及び給料手当 － 211,102 

退職給付引当金繰入額 16,340 13,249 

減価償却費 24,314 39,074 

その他 393,371 450,987 

販売費及び一般管理費合計 691,631 780,403 

営業利益又は営業損失（△） △112,478 108,300 

営業外収益   

受取利息 10,014 7,217 

受取配当金 2,079 2,558 

受取賃貸料 2,658 2,221 

持分法による投資利益 － 2,100 

為替差益 2,961 － 

その他 1,447 4,528 

営業外収益合計 19,162 18,627 

営業外費用   

支払利息 1,339 2,030 

為替差損 － 29,774 

持分法による投資損失 628 － 

その他 696 3,178 

営業外費用合計 2,664 34,983 

経常利益又は経常損失（△） △95,980 91,945 

特別利益   

区画整理に伴う収入 2,378 － 

特別利益合計 2,378 － 

特別損失   

固定資産処分損 635 1,081 

特別損失合計 635 1,081 

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（△）

△94,238 90,863 

法人税等 △34,113 37,024 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 53,839 

少数株主利益 17 262 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,141 53,576 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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（△） △94,238 90,863 

減価償却費 278,664 260,364 

のれん償却額 － 2,414 

のれん及び負ののれん償却額 2,414 － 

持分法による投資損益（△は益） 628 △2,100 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 35,562 18,206 

修繕引当金の増減額（△は減少） △2,000 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △154 － 

受取利息及び受取配当金 △12,094 △9,776 

支払利息 1,339 2,030 

為替差損益（△は益） 194 237 

有形固定資産処分損益（△は益） 635 1,081 

売上債権の増減額（△は増加） △155,319 △301,449 

たな卸資産の増減額（△は増加） 138,607 △5,460 

破産更生債権等の増減額（△は増加） 18,645 △323 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 63,329 △30,719 

仕入債務の増減額（△は減少） △104,770 △31,746 

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,032 △13,108 

未払費用の増減額（△は減少） △135,418 △52,371 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 63,156 106,892 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △125 520 

小計 118,090 35,554 

利息及び配当金の受取額 13,355 20,018 

利息の支払額 △1,339 △2,030 

法人税等の支払額 △4,007 △39,385 

法人税等の還付額 8,603 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 134,703 14,157 

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 － △2,000,000 

定期預金の払戻による収入 － 2,500,000 

有形固定資産の取得による支出 △104,755 △183,344 

無形固定資産の取得による支出 △27,787 △4,650 

長期貸付金の回収による収入 104 － 

その他 1,586 452 

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,851 312,458 
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △12,877 △33,479 

自己株式の取得による支出 － △20 

配当金の支払額 △89,733 △89,812 

財務活動によるキャッシュ・フロー △102,611 △123,312 

現金及び現金同等物に係る換算差額 19,576 15,017 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,183 218,321 

現金及び現金同等物の期首残高 4,130,677 1,610,162 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,051,494 1,828,484 
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 該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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   〔事業の種類別セグメント情報〕 

    前第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）  

（注）  １．事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。 

２．各事業区分の主要製品 

         スクリーン印刷用資材 … 印刷用・スクリーン印刷用資材 

 産業用資材            … 産業資材用メッシュ 

 化成品        … 成形フィルター、金型 

 その他        … 養殖用金網 

   

   〔所在地別セグメント情報〕 

    前第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） 

（注）   １．地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

        (1）北 米……米国    (2）その他……アジア 

     

   〔海外売上高〕 

    前第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） 

 （注）  １．地域は、地理的近接度により区分しております。 

  ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      (1）アジア……中国、韓国、台湾等 

      (2）北 米……米国、カナダ 

      (3）その他……ドイツ、英国等 

      ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（５）セグメント情報

  

スクリー
ン印刷用
資材 

（千円） 

産業用資材 
（千円） 

化成品 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高 879,268 728,568 652,542 72,209 2,332,589        － 2,332,589 

営業利益又は営業損失

(△) 
△68,512 △28,242 △24,888 9,164 △112,478         － △112,478 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他 

（千円） 
計 

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連  結 
（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売

上高 
2,180,420 134,478 17,690 2,332,589 － 2,332,589 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
69,501 12,468 105,464 187,434 (187,434) － 

計 2,249,921 146,946 123,155 2,520,023 (187,434) 2,332,589 

営業費用 2,384,375 152,255  98,475 2,635,107 (190,039) 2,445,067 

営業利益又は営業損失

(△) 
△134,453 △5,309 24,679 △115,083 2,605 △112,478 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）   333,888 135,007 161,359 630,254 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 2,332,589 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に 

占める割合（％） 
14.3 5.8 6.9 27.0 
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   〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、本社に製品・用途別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品について国内及び海外の包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、事業部を基礎とした製品・用途別のセグメントから構成されており、「スクリー

ン印刷用資材事業」、「産業用資材事業」及び「化成品事業」の３つを報告セグメントとしております。各報告セ

グメントの主要製品は、以下の通りであります。 

 スクリーン印刷用資材 … 印刷用・スクリーン印刷用資材  

 産業用資材            … 産業資材用メッシュ 

 化成品        … 成形フィルター、金型 

   

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）  

（単位：千円）

 （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである養殖用金網事業であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準（企業会計基準第17号 平成21年３月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。なお、従来開示しておりましたセグメント情報の事業の種類による区分方法及び測定方法

は、マネジメント・アプローチによるセグメントの区分方法及び測定方法と同一であります。 

   

  

  

  

 当第１四半期連結会計期間における剰余金の配当は、以下の通りであります。なお、この他に該当事項はあり 

ません。 

（配当金支払額） 

 平成22年６月29日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

 ①配当金の総額 89,732千円 

 ②１株当たり配当額 10円 

 ③基準日 平成22年３月31日 

 ④効力発生日 平成22年６月30日 

 ⑤配当の原資 利益剰余金 

  

   

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 調整額 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） 

スクリー
ン印刷用
資材 

産業用資材 化成品 計 

売上高   1,165,977  839,094  867,528  2,872,600  115,274  2,987,875  －  2,987,875

セグメン

ト利益 
 4,309   2,549  79,763  86,623  21,677  108,300  －  108,300

（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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