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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 11,653 6.3 456 286.4 441 286.8 101 68.3

22年３月期第２四半期 10,961 △18.2 118 △74.3 114 △78.7 60 △81.3

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２四半期 5 14 ―

22年３月期第２四半期 3 00 ―

 (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２四半期 31,916 23,559 73.8 1,194 11

 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２四半期 23,559百万円 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 ― 5 00

23年３月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

通期 24,200 5.6 1,000 91.9 1,050 78.3 470 30.9 23 82

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。 

・業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により、予想

数値と異なる可能性があります。なお上記予想に関する事項は、「連結業績予想に関する定性的情報」

をご覧下さい。 

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２Ｑ 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２Ｑ 352,414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２Ｑ 19,729,638株 22年３月期２Ｑ 20,080,117株

(注意事項)
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア新興国向けを中心とした輸出の増加などによ

り、企業業績回復の兆しが見られましたものの、引き続き弱い内需、世界的景気後退懸念、急速な円高お

よび株価の低迷など先行きの不透明感は依然として払拭されない状況にありました。 

このような環境下、当社グループは、織布や天然ゴムなどの原材料の価格が高止まりするなど、経営環

境は厳しいものがありましたが、主力製品群である電子用テープを中心に積極的な営業活動を展開し、新

製品の拡販および海外市場の開拓に注力するとともに、経営の一層の効率化に努めました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、116億53百万円(前年同期比6.3％増)となり、

連結営業利益は、４億56百万円(前年同期比286.4％増)、連結経常利益は４億41百万円(前年同期比

286.8％増)となりました。しかしながら、大宮工場の閉鎖に伴う事業構造改善費用および投資有価証券評

価損を計上したため連結四半期純利益は１億１百万円(前年同期比68.3％増)となりました。 

  

製品部門別の連結売上状況は、以下の通りです。 

梱包・包装用テープにつきましては、内需低迷により市場全体が伸び悩んでいる中、海外からの安価品

の流入が多くなり、競争は激化の一途をたどり苦戦を強いられました。当部門の売上高は21億31百万円

(前年同期比5.3％減)となりました。 

電機・電子用テープにつきましては、世界市場での携帯電話、スマートフォンや薄型テレビ等のデジタ

ル機器の需要は持続的な拡大が続いており、順調に売上を伸ばしました。しかし、８月以降は顧客の生産

調整の影響により、売上高はやや鈍化の傾向を示しております。当部門の売上高は、62億96百万円(前年

同期比13.0％増)となりました。 

産業用テープにつきましては、公共事業の減少など市場は低調であったものの、Ｐ－カットテープ（ポ

リエチレンクロステープ）や養生用テープにつきましては全般的に堅調に推移しました。当部門の売上高

は、32億26百万円(前年同期比2.7％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
当第２四半期連結累計期間 前第２四半期連結累計期間

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９月30日まで 平成21年９月30日まで

金  額 構成比 % 金 額 構成比 %

梱包・包装用テープ
(126)

18.3
(108)

20.5 △119 △5.3
2,131 2,250

電機・電子用テープ
 (3,655)

54.0
(2,837)

50.8 726 13.0
6,296 5,570

産業用テープ
(219)

27.7
(219)

28.7 85 2.7
3,226 3,141

合 計
 (4,000)

100.0 
(3,164)

100.0 692 6.3
11,653 10,961
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ0.6％減少し319億16百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ3.4％増加し181億３百万円となりました。これは、主として現金

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5.3％減少し138億13百万円となりました。これは、主として減価

償却費の計上による固定資産の減少によるものです。 

当第２四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83億57百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ1.7％増加し61億51百万円となりました。これは、主に設備債務

の増加によるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ7.4％減少し22億６百万円となりました。これは、主に長期借入

金の返済によるものです。 

当第２四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ0.5％減少し235億59百万円となりました。こ

れは、主に円高進行に伴う為替換算調整勘定の変動によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、73.8％（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２四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８億24

百万円増加し82億44百万円となりました。 

（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、14億28百万円（前年同期は15億61百万円）となりました。これは、主に

税金等調整前四半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、２億20百万円（前年同期は14億79百万円）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と投資有価証券の売却による収入の差し引きによるものです。 

（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、３億25百万円（前年同期は76百万円）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。 

     

平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22年10月27日に公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。 

(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。 

  

税金費用については、当第２四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、法人税等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） 

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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 8,244 7,420

受取手形及び売掛金 5,915 6,446

商品及び製品 708 665

仕掛品 1,573 1,496

原材料及び貯蔵品 1,240 1,042

繰延税金資産 275 275

その他 154 172

貸倒引当金 △9 △12

流動資産合計 18,103 17,507

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,102 3,353

機械装置及び運搬具（純額） 3,927 4,590

土地 3,861 3,861

建設仮勘定 564 130

その他（純額） 186 226

有形固定資産合計 11,641 12,163

無形固定資産 100 124

投資その他の資産

投資有価証券 1,868 2,101

その他 234 232

貸倒引当金 △32 △31

投資その他の資産合計 2,071 2,302

固定資産合計 13,813 14,591

資産合計 31,916 32,098
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,758 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 62 52

その他 1,827 1,612

流動負債合計 6,151 6,047

固定負債

長期借入金 1,625 1,875

繰延税金負債 18 18

引当金 378 323

負ののれん 63 76

その他 120 88

固定負債合計 2,206 2,382

負債合計 8,357 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 16,291 16,269

自己株式 △136 △136

株主資本合計 23,550 23,528

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 244 283

為替換算調整勘定 △235 △143

評価・換算差額等合計 8 140

純資産合計 23,559 23,669

負債純資産合計 31,916 32,098
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(2) 四半期連結損益計算書

  【第２四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 10,961 11,653

売上原価 8,218 8,803

売上総利益 2,742 2,850

販売費及び一般管理費 2,624 2,393

営業利益 118 456

営業外収益

受取利息 0 1

受取配当金 24 27

負ののれん償却額 12 12

受取補償金 26 －

株式割当益 － 16

その他 39 14

営業外収益合計 104 71

営業外費用

支払利息 25 22

為替差損 62 60

固定資産除却損 11 2

その他 8 1

営業外費用合計 108 87

経常利益 114 441

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

投資有価証券評価損 － 87

事業構造改善費用 － 188

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 － 338

税金等調整前四半期純利益 114 145

法人税等 54 43

四半期純利益 60 101
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９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 114 145

減価償却費 1,195 933

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 120 55

受取利息及び受取配当金 △25 △28

支払利息 25 22

投資有価証券売却損益（△は益） － △42

投資有価証券評価損益（△は益） － 87

事業構造改善費用 － 188

売上債権の増減額（△は増加） △951 480

たな卸資産の増減額（△は増加） 338 △328

仕入債務の増減額（△は減少） 199 △79

その他 415 24

小計 1,432 1,454

利息及び配当金の受取額 25 28

利息の支払額 △25 △22

法人税等の支払額 127 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,561 1,428

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 △1,466 △356

無形固定資産の取得による支出 △12 △2

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 1 140

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,479 △220

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） △16 3

長期借入金の返済による支出 － △250

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 △76 △325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47 △58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △42 824

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 6,086 8,244
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日）  

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

１ 国又は地域の区分の方法          地理的近接度による 

２ 各区分に属する主な国又は地域       アジア：中国、シンガポール等 

北米：アメリカ等 

欧州：ヨーロッパ諸国 

   

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） 

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) 3,006 75 78 5 3,164

連結売上高(百万円) ― ― ― ― ―

連結売上高に占める 
 海外売上高の割合(％)

27.4 0.7 0.7 0.0 28.9

(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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