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(百万円未満切捨て)

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 15,274 6.6 676 △9.9 793 △19.5 495 △18.8

 22年3月期第1四半期 14,329 △19.4 749 15.9 986 △13.5 609 △44.6

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 4 46 ―

 22年3月期第1四半期 5 45 ―

 (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 67,094 38,672 57.6 349 95

 22年3月期 69,186 39,912 57.7 358 70

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 38,672百万円 22年3月期 39,912百万円

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 75 ― 3 75 7 50

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 3 75 ― 3 75 7 50

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) 31,000 2.3 1,100 △38.3 1,300 △34.2 800 △34.8 7 19

通期 67,000 4.5 3,000 △21.5 3,400 △18.1 2,000 △27.3 17 97



 
  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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

・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。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「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

(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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 116,996,839株 22年3月期 116,996,839株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 6,487,340株 22年3月期 5,727,755株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 110,890,150株 22年3月期1Ｑ 111,689,696株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、回復基調が鮮明になり企業の景況感は製造業を中

心に改善しつつありました前年度に引き続き好調にスタートしたものの、欧州諸国の財政危機と米国景

気の先行き不安の影響で不透明感が強まってまいりました。また、円高・株安が景気を牽引する企業の

収益を圧迫する恐れも出てまいりました。このような経営環境の中、当社グループは引き続き新製品の

開発、経費削減に取り組んでまいりました。しかしながら、原油相場の上昇から原材料価格が徐々に上

がってきており、コストアップの要因となっております。 

結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は152億74百万円（前年同期比6.6％増）、営業利益は６億

76百万円（前年同期比9.9％減）、経常利益は７億93百万円（前年同期比19.5％減）、四半期純利益は

４億95百万円（前年同期比18.8％減）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

一般用、工業用フィルムは回復基調にあり、また農業用フィルムは、輸出向けPOフィルムの増加や受

注前倒し効果もあり、堅調に推移いたしました。壁紙は、引き続き住宅着工件数が微減傾向にあり伸び

悩んでおります。自動車内装材、フレキシブルコンテナーバッグ及び工業用テープは、一時の 悪期を

脱し回復基調にあります。食品包装用ラップは、需要減少のなか販売努力で前年同期比横ばいとなりま

した。包装用テープは、円高の高進で輸入競合品が増加し、消費低迷もあり厳しい環境にあります。 

以上により、当セグメントの売上高は93億19百万円、セグメント利益は５億80百万円となりました。

コンドーム及び除湿剤等の医療日用品は、堅調に推移しております。手袋は、医療用、食品用で昨年

の同時期における新型インフルエンザの予防対策による需要も本年は沈静化で減少し、産業用は堅調で

ありました。また、降水量が例年より増加したことでブーツ、雨衣の売上が増加し、シューズは昨年並

みで推移しました。 

以上により、当セグメントの売上高は59億54百万円、セグメント利益は５億48百万円となりました。

当セグメントの売上高は０百万円、セグメント損失は40百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は670億94百万円で、前連結会計年度末と比べ20億91百

万円減少しております。 

流動資産は396億70百万円で、前連結会計年度末と比べ２億15百万円の減少となりました。これは主

として、受取手形及び売掛金が19億70百万円減少し、現金及び預金６億62百万円、たな卸資産全体で11

億63百万円が増加したことによるものです。 

固定資産は274億23百万円で、前連結会計年度末と比べ18億76百万円の減少となりました。これは主

として、投資有価証券が18億26百万円減少したことによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末における総負債は284億22百万円で、前連結会計年度末と比べ８億51百

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

① 産業用製品

② 生活用品

③ その他

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産

② 負債
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万円減少しております。 

 流動負債は206億62百万円で、前連結会計年度末と比べ１億68百万円の減少となりました。これは主

として、支払手形及び買掛金が４億７百万円、その他６億28百万円が増加し、未払法人税等９億30百万

円、賞与引当金２億77百万円が減少したことによるものです。 

固定負債は77億60百万円で、前連結会計年度末と比べ６億82百万円減少しております。これは主とし

て、その他が７億61百万円減少したことによるものです。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は386億72百万円で、前連結会計年度末と比べ12億40百

万円減少しております。 

これは主として自己株式２億81百万円が増加し、その他有価証券評価差額金が10億87百万円が減少し

たことによるものです。 

  

連結業績につきましては、 近の決算短信（平成22年５月13日発表）により開示を行った業績予想か

ら変更はありません。 

  

③ 純資産

(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。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率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。 

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は、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。 

  

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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる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軽微であります。 

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。 

  

「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）に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調

整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

前第１四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりま

した「短期借入による収入」（当第１四半期連結累計期間120百万円）及び「短期借入金の返済による

支出」（当第１四半期連結累計期間117百万円）は、当第１四半期連結累計期間より「短期借入金の純

増減額」として表示しております。 

  

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

簡便な会計処理

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

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

(2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

表示方法に関する事項の変更

(四半期連結損益計算書関係)

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
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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 11,275 10,613

受取手形及び売掛金 17,576 19,547

商品及び製品 7,325 6,321

仕掛品 968 943

原材料及び貯蔵品 1,247 1,114

その他 1,308 1,395

貸倒引当金 △32 △50

流動資産合計 39,670 39,886

固定資産

有形固定資産 16,121 16,148

無形固定資産 507 543

投資その他の資産

投資有価証券 10,006 11,833

その他 810 798

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 10,794 12,608

固定資産合計 27,423 29,300

資産合計 67,094 69,186
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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 14,808 14,400

短期借入金 1,120 1,117

未払法人税等 62 993

賞与引当金 453 730

その他 4,217 3,588

流動負債合計 20,662 20,830

固定負債

社債 1,500 1,500

長期借入金 1,000 1,000

退職給付引当金 2,984 2,905

その他 2,275 3,037

固定負債合計 7,760 8,443

負債合計 28,422 29,273

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 23,386 23,309

自己株式 △2,453 △2,172

株主資本合計 36,213 36,416

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,767 3,854

繰延ヘッジ損益 △6 14

為替換算調整勘定 △302 △373

評価・換算差額等合計 2,458 3,495

純資産合計 38,672 39,912

負債純資産合計 67,094 69,186
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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 14,329 15,274

売上原価 10,583 11,400

売上総利益 3,745 3,873

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 747 756

その他の販売費 551 655

給料及び賞与 693 784

賞与引当金繰入額 141 148

退職給付引当金繰入額 30 39

その他の一般管理費 831 813

販売費及び一般管理費合計 2,996 3,197

営業利益 749 676

営業外収益

受取利息 2 2

受取配当金 190 195

不動産賃貸料 74 95

負ののれん償却額 36 5

その他 48 19

営業外収益合計 352 318

営業外費用

支払利息 17 16

不動産賃貸費用 34 42

為替差損 30 129

その他 33 12

営業外費用合計 116 200

経常利益 986 793

特別利益

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 6 17

特別利益合計 7 17

特別損失

固定資産除却損 2 2

投資有価証券売却損 － 15

特別損失合計 2 17

税金等調整前四半期純利益 990 793

法人税、住民税及び事業税 162 44

法人税等調整額 218 253

法人税等合計 381 298

少数株主損益調整前四半期純利益 － 495

四半期純利益 609 495
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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 990 793

減価償却費 547 575

負ののれん償却額 △36 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △279 △277

貸倒引当金の増減額（△は減少） △46 △18

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 79

受取利息及び受取配当金 △192 △198

支払利息 17 16

為替差損益（△は益） 2 21

持分法による投資損益（△は益） △10 △7

投資有価証券売却損益（△は益） － 15

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 2 2

売上債権の増減額（△は増加） 2,666 1,982

たな卸資産の増減額（△は増加） △682 △1,154

その他の資産の増減額（△は増加） △140 △32

仕入債務の増減額（△は減少） △1,542 382

その他の負債の増減額（△は減少） 416 388

その他 2 △28

小計 1,697 2,534

利息及び配当金の受取額 192 198

利息の支払額 △4 △2

法人税等の支払額 △119 △980

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,766 1,750

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 △100 △100

定期預金の払戻による収入 100 100

有形及び無形固定資産の取得による支出 △319 △394

有形及び無形固定資産の売却による収入 0 0

投資有価証券の取得による支出 △3 △6

投資有価証券の売却による収入 － 19

その他 △13 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △335 △416

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 614 －

短期借入金の返済による支出 △1,003 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 2

長期借入金の返済による支出 △0 －

自己株式の取得による支出 △1 △283

配当金の支払額 △372 △376

その他 △25 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △789 △685

現金及び現金同等物に係る換算差額 44 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 685 662

現金及び現金同等物の期首残高 8,665 10,408

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,351 11,070
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

  

 
(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り、グループ内の物流事業等を含んで

おります。 

２ セグメント利益の調整額△411百万円には、セグメント間取引消去△10百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△401百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費等であります。 

３ 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。 

  

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

(追加情報)

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：百万円)

報告セグメント その他
(注) １

合計
調整額 
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額産業用製品 生活用品 計

売上高

  外部顧客への売上高 9,319 5,954 15,273 0 15,274 ― 15,274

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

3 156 159 690 850 △850 ―

計 9,322 6,111 15,433 690 16,124 △850 15,274

セグメント利益 580 548 1,128 △40 1,087 △411 676

(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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