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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）

 (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 5,938 16.7 373 ― 381 ― 238 ―

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

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 12 07 ―

22年３月期第１四半期 △1 83 ―

 (2) 連結財政状態

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 32,069 23,714 73.9 1,201 98

 22年３月期 32,098 23,669 73.7 1,199 66

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 23,714百万円 22年３月期 23,669百万円

2. 配当の状況

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 ― 3 00 ― 4 00 7 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 5 00 ― 5 00 10 00

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）
(％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) 12,000 9.5 470 298.3 480 321.1 300 400.0 15 21

通期 24,200 5.6 1,000 91.9 1,050 78.3 650 81.1 32 95

1050172
FASF最新



 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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大きく異なる可能性が

あります。平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月12日に公表いたしました業績予想

に変更はございません。 

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 (            )、除外 ― 社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 20,081,955株 22年３月期 20,081,955株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 352,292株 22年３月期 352,186株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 19,729,698株 22年３月期１Ｑ 20,080,143株

(注意事項)
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国等新興国を中心とした世界経済の回復を受けた

輸出の増加や政府の経済対策効果により持ち直し傾向を辿ってきており、景況感の改善が続きました。し

かし、輸出や耐久財消費の伸びが鈍化しており、業況感の改善ペースは今後足踏みする懸念があります。

加えて欧州のソブリン問題をきっかけとする世界的な株価の調整や円高の進行もリスク要因となってお

り、これらのリスクに対する警戒感が強まった場合、景気の下振れが懸念される状況となっております。

このような環境下当社グループは、大宮工場閉鎖にともなう他工場への製品移管作業を進め、業務の効

率化に努めております。また、製造部門では生産性の向上、営業部門においても売上の堅調な電機・電子

用テープを中心に販売活動に注力いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、59億38百万円(前年同期比16.7％増)となりまし

た。連結経常利益は、３億81百万円(前年同期は66百万円の経常損失)となり、連結四半期純利益は２億38

百万円(前年同期は36百万円の純損失)となりました。 

  
〔梱包・包装用テープ〕 

引越し需要が落ち着いた４月以降、国内市場は低迷が続きました。海外メーカーとの価格競争では顧客

の一部に高品質の国産品へのニーズがあるものの、海外からの安価品の流入により一部の市場でシェアが

低下する等、売上は低調なまま推移いたしました。また徐々に原材料価格が上昇しており、利益圧迫要因

となりました。当製品部門の売上高は10億68百万円(前年同期比4.5％減)となりました。 

〔電機・電子用テープ〕 

海外では中国をはじめとするアジア各国向けの輸出が持ち直してきたことから、液晶等デジタル関連機

器向けテープが好調に推移しました。加えて国内でもエコポイントによる政府の需要喚起策等によって、

デジタル家電向けが順調な伸びを示しました。当製品部門の売上高は、32億61百万円(前年同期比30.7％

増)となりました。 

〔産業用テープ〕 

売上の低迷が激しかった前年同期に比べ需要は回復しているものの、養生用布テープは民間建設投資や

設備投資の低迷を受け、売上は低調なまま推移いたしました。一方、Ｐ－カットテープ（ポリエチレンク

ロステープ）はオフィス・事業所用も含めた用途の広がりにも支えられて堅調に推移しました。当製品部

門の売上高は、16億９百万円(前年同期比9.0％増)となりました。 

(単位 ： 百万円) 

 
（注）（  ）内の数字は海外売上高であります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

粘着テープ事業
当連結会計年度 前連結会計年度

増減金額 前期比 %
平成22年４月１日から 平成21年４月１日から

製品用途別
平成22年６月30日まで 平成21年６月30日まで

金  額 構成比 % 金 額 構成比 %

梱包・包装用テープ
(68)

18.0
(55)

22.0 △50 △4.5
1,068 1,118

電機・電子用テープ
(1,800)

54.9
(1,193)

49.0 766 30.7
3,261 2,495

産業用テープ
(106)

27.1
(102)

29.0 134 9.0
1,609 1,475

合 計
(1,974)

100.0 
(1,350)

100.0 849 16.7
5,938 5,089
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ0.1％減少し320億69百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ3.0％増加し180億28百万円となりました。これは、主として業績

の回復に伴う現金及び預金の増加によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ3.8％減少し140億40百万円となりました。これは、主として減価

償却費の計上による償却資産簿価の減少によるものです。 

当第1四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ0.9％減少し83億54百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ0.4％減少し60億21百万円となりました。これは、主に仕入債務

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2.1％減少し23億33百万円となりました。これは、主に長期借入

金の返済によるものです。 

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0.2％増加し237億14百万円となりました。こ

れは、主に利益剰余金の増加によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、73.9％（前連結会計年度末73.7％）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末における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４億38

百万円増加し78億58百万円となりました。 

（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、９億36百万円（前年同期比２億68百万円増）となりました。これは、主

に税金等調整前当期純利益と減価償却費によるものです。 

（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、２億65百万円（前年同期比10億30百万円減）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、２億２百万円（前年同期比１億36百万円増）となりました。これ

は、主に長期借入金の返済によるものです。 

   

    

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年５月12日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 

(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

㈱寺岡製作所(4987)平成23年3月期第1四半期決算短信

－3－



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。 

  

（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。これにより税金等調整前四半期純利益が37百万円減少しております。

   

該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

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 7,858 7,420

受取手形及び売掛金 6,326 6,446

商品及び製品 719 665

仕掛品 1,478 1,496

原材料及び貯蔵品 1,116 1,042

繰延税金資産 275 275

その他 266 172

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 18,028 17,507

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,304 3,353

機械装置及び運搬具（純額） 4,300 4,590

土地 3,861 3,861

建設仮勘定 108 130

その他（純額） 215 226

有形固定資産合計 11,789 12,163

無形固定資産 108 124

投資その他の資産

投資有価証券 1,911 2,101

その他 263 232

貸倒引当金 △32 △31

投資その他の資産合計 2,142 2,302

固定資産合計 14,040 14,591

資産合計 32,069 32,098
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（単位：百万円）

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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,711 3,879

短期借入金 3 3

1年内返済予定の長期借入金 500 500

未払法人税等 131 52

未払費用 630 605

その他 1,044 1,007

流動負債合計 6,021 6,047

固定負債

長期借入金 1,750 1,875

繰延税金負債 18 18

引当金 353 323

負ののれん 70 76

その他 141 88

固定負債合計 2,333 2,382

負債合計 8,354 8,429

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 16,428 16,269

自己株式 △136 △136

株主資本合計 23,687 23,528

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 218 283

為替換算調整勘定 △190 △143

評価・換算差額等合計 27 140

純資産合計 23,714 23,669

負債純資産合計 32,069 32,098
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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 5,089 5,938

売上原価 3,897 4,363

売上総利益 1,192 1,574

販売費及び一般管理費 1,304 1,200

営業利益又は営業損失（△） △112 373

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 22 24

負ののれん償却額 6 6

受取補償金 23 －

株式割当益 － 16

その他 13 5

営業外収益合計 66 52

営業外費用

支払利息 12 11

為替差損 3 33

その他 5 0

営業外費用合計 21 45

経常利益又は経常損失（△） △66 381

特別利益

投資有価証券売却益 － 42

特別利益合計 － 42

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 37

環境対策費 － 25

特別損失合計 － 62

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（△）

△66 361

法人税等 △30 123

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36 238
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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（△）

△66 361

減価償却費 594 463

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 30

受取利息及び受取配当金 △22 △24

支払利息 12 11

売上債権の増減額（△は増加） △252 93

たな卸資産の増減額（△は増加） 310 △116

仕入債務の増減額（△は減少） △415 △146

その他 507 278

小計 697 951

利息及び配当金の受取額 22 24

利息の支払額 △12 △11

法人税等の支払額 △38 △29

営業活動によるキャッシュ・フロー 668 936

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 △1,289 △262

無形固定資産の取得による支出 △6 △1

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 △1,295 △265

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） △6 1

長期借入金の返済による支出 － △125

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △60 △78

財務活動によるキャッシュ・フロー △66 △202

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △706 437

現金及び現金同等物の期首残高 6,128 7,420

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,422 7,858
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該当事項はありません。 

  

a.〔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）  

   

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〕 
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）  

   

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〕 
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）  

 
  

d.〔セグメント情報〕 
当社及び連結子会社の事業は、粘着テープの製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略し

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。 

  

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) セグメント情報等

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

(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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