
  

  

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     ： 無 

  

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     ： 有 
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  （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  161,955  17.0  24,799  193.6  25,062  181.3  17,180  180.9

22年3月期第1四半期  138,432  △18.1  8,445  △37.5  8,910  △42.8  6,116  △41.4

  
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  103.11  102.95

22年3月期第1四半期  36.72  36.68

  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 

23年3月期第1四半期  619,163  393,883  63.3  2,352.23

    22年3月期  624,992  388,724  61.9  2,320.86

（参考）自己資本 23年3月期第1四半期 392,017百万円 22年3月期 386,664百万円 

  
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        －  20.00        －  20.00  40.00
   23年3月期        －

   23年3月期（予想）  30.00        －  30.00  60.00

  （％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）  324,000  9.8  45,000  76.0  45,000  75.9  31,000  71.9  186.03

通期  630,000  4.7  63,000  12.3  63,000  7.1  44,000  17.1  264.03



４．その他（詳細は、(添付資料) 5ページ「その他の情報」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 （  -  ） 

（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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続が実施中で

す。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。なお、業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四

半期決算短信（添付資料） 4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期1Q 173,758,428株 22年3月期 173,758,428株

②  期末自己株式数  23年3月期1Q 7,101,112株 22年3月期 7,154,335株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Q 166,624,853株 22年3月期1Q 166,585,507株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期における国内外の経済環境は、世界各国の景気刺激策の効果もあって、景気は持
ち直しの動きが見られたものの、失業率は高い水準で推移するなど依然として厳しい状況が続き
ました。 

 このような経済環境ではありましたが、当社グループでは、自動車生産台数の回復やエレクト
ロニクス業界における薄型テレビ、スマートフォン（多機能型携帯電話）、ＨＤＤ（ハード・デ
ィスク・ドライブ）などの需要の拡大が見られた業界においてインダストリアルテープやオプト
ロニクス製品の売上を着実に拡大することができました。さらに、「無（む）・減（げん）・代
（だい）」プランと称するコスト構造改革による原価低減に継続的に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、売上高は前第1四半期と比較し17.0％増（以下の比較はこれに同じ）の161,955百
万円に、営業利益は193.6％増の24,799百万円となりました。経常利益は、181.3％増の25,062百
万円、当期純利益は180.9％増の17,180百万円となりました。  
  

   セグメント別の業績概況 

① インダストリアルテープ 

  エレクトロニクス業界向けは、薄型テレビ、パソコン、モバイル機器等の需要が新興国を中
心に大きく伸長したことにより、光学用保護フィルムやシーリング材料などが好調に推移しま
した。携帯電話においては、タッチパネルを搭載したスマートフォンの増加により光学用透明
粘着シートが拡大しました。これら電子機器の需要拡大により電子部品の生産個数が増加した
ため電子部品用の粘着テープも好調でした。自動車業界向けは、各国の需要刺激策効果で自動
車生産台数が増加する中、ハイブリッド車の生産も増加し、電気絶縁材料など好調に推移しま
した。住宅建材やインフラ・設備投資関連は、国内需要が底を打ち、施工材料である防水テー
プや養生用テープが上向く傾向にありました。また、工業用途全般に使用される汎用両面テー
プやフッ素樹脂製品の需要が景気改善に伴ない好調に推移しました。 

  以上の結果、売上高は60,356百万円、営業利益は7,919百万円となりました。  
  

② オプトロニクス 

  液晶表示用材料は、新興国向け液晶テレビを中心に需要が拡大する中、継続的なコスト構造
改革や生産性向上活動の効果に製品構成の良化も加わり順調に推移しました。また、携帯電話
へのタッチパネルの搭載が拡大したことにより透明導電性フィルムも順調に拡大しました。半
導体用材料は、市況の復調により堅調に推移しました。プリント回路は、ＨＤＤ用の需要拡大
に追随し好調に推移しました。プロセス材料は、半導体需要の回復により製造工程用保護テー
プとテープ貼り合わせ装置などが拡大し順調に推移しました。 

以上の結果、売上高は91,962百万円、営業利益は16,324百万円となりました。  
  

③ メディカル＆メンブレン 

  医療関連材料は、北米を中心に海外市場で医薬品である経皮吸収型テープ製剤が堅調に推移
しましたが、国内市場は喘息用テープ製剤が低調であったため全体として弱含みの推移となり
ました。高分子分離膜は、海外市場の回復により中国向けが堅調に推移したことや大型海水淡
水化案件が寄与しました。 

 以上の結果、売上高は9,635百万円、営業利益は555百万円となりました。   

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 （参考）セグメント別の状況                                 （単位：百万円 比率：％） 

当社は、「インダストリアルテープ」、「オプトロニクス」および「メディカル＆メンブレン」の３つをセグメン

トとしています。なお、各新セグメントの主な内容は以下のとおりです。 

 「インダストリアルテープ」はテープ・部材加工等からなり、内容は旧「工業用材料」、旧「電子プロセス材料の

一部」、旧「エンプラ部材」です。 

「オプトロニクス」は液晶表示用材料、半導体用材料、プリント回路、プロセス材料からなり、内容は旧「液晶表

示関連材料」、旧「半導体関連材料」、旧「プリント回路材料」、旧「電子プロセス材料の一部」です。 

「メディカル＆メンブレン」は「医療関連材料」と「高分子分離膜」です。 

  

    
前第１四半期 

  

当第１四半期 

  

当第２四半期 

（７月30日時点予想） 

    
 自 平成21年４月１日 

至 平成21年６月30日 

 自 平成22年４月１日  

 至 平成22年６月30日 

自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日 

    売上高 売上高 
前年 

同期比 
売上高 

前年 

同期比 

イ 

ン 

ダ 

ス  

ト 

リ 

アテ 

ル｜ 

 プ 

 テープ・部材加工等 48,911 60,356  123.4  121,000 113.9

 営業利益 1,498 7,919  528.4  14,000 224.2

オ 

プ 

ト 

ロ 

ニ 

ク 

ス 

 液晶表示用材料     62,468 70,118  112.2  142,000 108.4

 半導体用材料 3,623 4,383  121.0  9,000 116.4

 プリント回路 11,598 13,371  115.3  26,500 107.7

 プロセス材料 2,901 4,088  140.9  7,500 121.0

計 80,592 91,962  114.1  185,000 109.1

 営業利益 6,383 16,324  255.7  31,000 185.8

メ 

デ＆ 

ィメ 

カン 

ルブ 

 レ 

 ン 

 メディカル 4,820 4,631  96.1  8,500 77.7

 メンブレン 4,108 5,004  121.8  9,500 113.8

計 8,929 9,635  107.9  18,000 93.3

 営業利益 563 555  98.7  0 －

合 

計 

売上高 138,432 161,955  117.0  324,000 109.8

営業利益 8,445 24,799  293.6  45,000 176.0
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期末の財政状態は以下のとおりであります。  

 前連結会計年度末に比べ総資産は5,829百万円減少し、619,163百万円となりました。また、純資産は5,159百万

円増加し、393,883百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の61.9％から63.3％になり

ました。  

  主な増減は資産の部では、原材料及び貯蔵品が970百万円増加、仕掛品が999百万円増加、建物及び構築物が

3,055百万円減少、機械装置及び運搬具が4,770百万円減少しました。負債の部では、支払手形及び買掛金が6,314

百万円増加、短期借入金が3,420百万円減少、未払法人税等が7,780百万円減少、その他が未払費用の減少などによ

り4,861百万円減少しました。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当社グループにおきましては、液晶テレビやパソコン向けの光学フィルムや、ＨＤＤ（ハード・ディスク・ドラ

イブ）用のプリント回路、タッチパネル用部材などの製品が、引き続き堅調に推移しました。また、コスト構造改

革の継続的な推進による原価低減効果や製品構成の改善に伴う生産性向上により、当第１四半期累計期間の連結業

績は想定を上回りました。  

  このような状況を踏まえ、平成23年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績予想について、下記の通り見直し

を行いました。なお、通期の業績予想につきましては、平成23年３月期第２四半期決算発表時に見直しを行う予定

であり、平成22年４月30日に公表した予想値の見直しを行っておりません。  

  下記の業績見通しの前提となる為替レートにつきましては、８月以降１米＄=８５円を想定しております。  

  

  平成23年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日から平成22年９月30日） 

  

 上記の業績予想及び将来の予測等に関する記述は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在

的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は、様々な要因によりこれらの業績予想とは

異なることがありますことをご承知おき下さい。 

  

  
売上高 営業利益 経常利益 

四半期 

純利益 

１株当たり四半

期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

 前 回 発 表 予 想 (A) 321,000 35,000 35,000 24,000 144.06

 今 回 修 正 予 想 (B) 324,000 45,000 45,000 31,000  186.03

 増  減  額 (B-A) 3,000 10,000 10,000 7,000 － 

 増  減   率 (%)  0.9 28.6 28.6 29.2 － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成22年３月期第２四半期） 
295,101 25,561 25,585 18,034 108.26
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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 

①簡便な会計処理  

  固定資産の減価償却費の算定方法  

   定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定し

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  

該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①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。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

②企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）を適用しております。 

なお、連結子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価評価法へ変更したことによる連結

財務諸表に与える影響はありません。 

  

（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：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 172,018 171,921

受取手形及び売掛金 136,197 135,727

商品及び製品 20,254 19,776

仕掛品 28,030 27,031

原材料及び貯蔵品 12,091 11,120

その他 17,535 16,808

貸倒引当金 △782 △831

流動資産合計 385,346 381,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 193,198 196,254

機械装置及び運搬具 317,818 322,588

工具、器具及び備品 36,356 36,714

土地 18,924 19,119

建設仮勘定 8,424 8,323

減価償却累計額 △375,487 △374,595

有形固定資産合計 199,235 208,405

無形固定資産   

無形固定資産合計 6,930 7,273

投資その他の資産   

その他 27,899 28,007

貸倒引当金 △248 △248

投資その他の資産合計 27,651 27,758

固定資産合計 233,817 243,438

資産合計 619,163 624,992
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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 85,845 79,531

短期借入金 7,246 10,667

未払法人税等 7,966 15,746

役員賞与引当金 108 327

その他 38,554 43,416

流動負債合計 139,721 149,688

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 14,017 14,316

退職給付引当金 18,870 19,219

役員退職慰労引当金 355 514

その他 2,315 2,528

固定負債合計 85,558 86,579

負債合計 225,279 236,268

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,783 26,783

資本剰余金 56,164 56,153

利益剰余金 366,164 352,316

自己株式 △28,052 △28,284

株主資本合計 421,060 406,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,175 1,755

繰延ヘッジ損益 483 △284

為替換算調整勘定 △30,702 △21,775

評価・換算差額等合計 △29,042 △20,304

新株予約権 886 1,067

少数株主持分 979 992

純資産合計 393,883 388,724

負債純資産合計 619,163 624,992
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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 138,432 161,955

売上原価 104,946 110,052

売上総利益 33,485 51,902

販売費及び一般管理費 25,040 27,103

営業利益 8,445 24,799

営業外収益   

受取利息 76 92

受取配当金 84 71

作業屑収入 438 264

為替差益 169 －

雑収入 660 896

営業外収益合計 1,430 1,325

営業外費用   

支払利息 353 279

為替差損 － 373

雑損失 611 408

営業外費用合計 965 1,061

経常利益 8,910 25,062

特別利益   

固定資産売却益 13 10

減損損失戻入益 43 －

過年度損益修正益 70 －

その他 3 －

特別利益合計 130 10

特別損失   

固定資産売却損 23 1

固定資産除却損 170 188

減損損失 － 180

特別退職金 110 32

その他 49 161

特別損失合計 354 564

税金等調整前四半期純利益 8,686 24,508

法人税等 2,544 7,244

少数株主損益調整前四半期純利益 － 17,264

少数株主利益 25 83

四半期純利益 6,116 17,180
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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 8,686 24,508

減価償却費 10,454 9,621

減損損失 － 180

売上債権の増減額（△は増加） △22,576 △5,611

たな卸資産の増減額（△は増加） 52 △4,585

未収入金の増減額（△は増加） 158 △79

仕入債務の増減額（△は減少） 19,418 6,855

未払費用の増減額（△は減少） 443 △3,322

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,206 △13,951

その他 2,649 2,236

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,081 15,853

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △11,986 △5,344

固定資産の売却による収入 26 8

その他 △1,695 △53

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,655 △5,389

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） △5,265 △415

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △25,000 －

長期借入れによる収入 165 －

長期借入金の返済による支出 △64 △2,984

社債の発行による収入 50,000 －

配当金の支払額 △6,663 △3,332

その他 △62 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,109 △6,744

現金及び現金同等物に係る換算差額 856 △3,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,391 58

現金及び現金同等物の期首残高 113,722 110,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 132,114 110,686
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 該当事項はありません。  

  

  

 〔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）     （単位：百万円)  

（注）１ 事業区分の方法 

当社の事業区分の方法は、当社製品の市場における用途に応じて、工業用材料、電子材料および機能材料に

区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  工業用材料 電子材料 機能材料 計
消去 

又は全社 
連結

売上高                                    

(１) 外部顧客に対する売上高  42,805  83,529  12,096  138,432  －  138,432

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 323  21  85  430 △430  －

計  43,128  83,551  12,182  138,863 △430  138,432

営業利益  1,320  6,489  636  8,445  －  8,445

事業区分 主要製品

工業用材料 接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器 

電子材料 液晶表示関連材料、プリント回路材料、電子プロセス材料、半導体関連材料 

機能材料 医療関連材料、高分子分離膜、エンプラ部材 
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 〔セグメント情報〕 

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）および「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、セグメントは、「インダストリアルテープ」、「オプトロニクス」および「メデ

ィカル＆メンブレン」としております。  

  

１．セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

   

   （各セグメントの主要製品） 

  

  

 該当事項はありません。  

  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：百万円）

  
インダスト
リアル 
テープ 

オプトロ 

ニクス 

メディカル
＆ 

メンブレン
合計 調整額 

四半期連結
損益計算書 
計上額 

売上高             

外部顧客への売上高    60,356 91,962 9,635  161,955  －  161,955

セグメント間の内部売上高
又は振替高   4,957  － －   4,957   △4,957  －

計 65,313 91,962 9,635  166,912  △4,957 161,955

セグメント利益（営業利益） 7,919 16,324 555  24,799  － 24,799

事業区分 主要製品

インダストリアルテープ 接合材料、表面保護材料、シーリング材料、包装材料・機器、エンプラ部材 

オプトロニクス 液晶表示用材料、半導体用材料、プリント回路、プロセス材料 

メディカル＆メンブレン 医療関連材料、高分子分離膜 

（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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