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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 323,840 9.7 47,276 85.0 46,774 82.8 31,182 72.9
22年3月期第2四半期 295,101 △13.9 25,561 △1.1 25,585 △5.5 18,034 0.1

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 187.59 187.30
22年3月期第2四半期 108.26 108.11

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 629,819 398,828 63.0 2,417.17
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2四半期  396,809百万円 22年3月期  386,664百万円

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  
 

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 ― 40.00

23年3月期 
（予想）

― 40.00 80.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 640,000 6.3 75,000 33.7 75,000 27.5 50,000 33.1 302.67



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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） 6ページ「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） 7ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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  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2Q  9,596,020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2Q  166,226,995株 22年3月期2Q  166,589,992株



（参考）平成23年３月期第２四半期（３ヶ月）の連結業績 

（平成22年７月１日～平成22年９月30日）                           

（百万円未満切捨て） 

（％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  161,884  3.3 22,477  31.3 21,712  30.2 14,002  17.5

22年３月期第２四半期  156,668  △9.8 17,115  38.7 16,674  44.8 11,917  57.4

  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２四半期  84.44  84.33

22年３月期第２四半期  71.54  71.44
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期における経済環境は、世界各国の景気刺激策の効果もあり、緩やかな回復傾向に
ありました。しかし国内では、デフレや厳しい雇用情勢の継続に加え、急激な円高の進行もあり
回復を実感し難い状況でした。 

このような経済環境のもと、期後半に入ってエレクトロニクス製品の一部で生産調整が見られ
たものの、薄型テレビやスマートフォン（多機能型携帯電話）の需要拡大や自動車生産台数の増
加などに対応して、インダストリアルテープやオプトロニクス製品を拡販しました。同時に「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
り組んできました。 

以上の結果、売上高は前第２四半期と比較し3.3％増（以下の比較はこれに同じ）の161,884百
万円に、営業利益は31.3％増の22,477百万円となりました。経常利益は、30.2％増の21,712百万
円、当期純利益は17.5％増の14,002百万円となりました。 

  

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、モバイル機器等の需要が引き続き伸長したこと
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。また、モバイル機
器では１台あたりに使用される電子部品の部品数が増加する傾向にあり、電子部品用粘着テー
プも好調でした。自動車業界向けは、国内エコカー補助金制度終了前の駆け込み需要や、海外
での自動車生産伸長に対応することで堅調に推移しました。住宅建材やインフラ・設備投資関
連は、国内需要が回復したことに加え海外の需要も上向きとなり、建材用の保護材料や施工材
料である防水テープや養生用テープが順調でした。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は堅調に推移しました。 

以上の結果、売上高は60,867百万円、営業利益は6,987百万円となりました。 

  

② オプトロニクス 

 液晶表示用材料は、液晶テレビ向けを中心に需要が拡大しました。当第２四半期で液晶パネ

ルメーカーの生産調整がありましたが、柔軟なマーケティング活動や継続的な生産性向上活動

等の効果により、好調に推移しました。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推移しました。半導体用材料は、市況の復調が継続し

ており堅調に推移しました。プリント回路は、ＨＤＤ（ハード・ディスク・ドライブ）の主用

途であるパソコン市場において在庫調整が行われた影響を受け、若干の弱含みで推移しまし

た。プロセス材料は、半導体市場の回復により、製造工程用保護テープとテープ貼り合わせ装

置などが好調に推移しました。 

 以上の結果、売上高は92,765百万円、営業利益は16,247百万円となりました。 

   

③ メディカル＆メンブレン 

  医療関連材料は、医薬品である経皮吸収型テープ製剤において、国内では喘息用が在庫調整

の影響を受けました。海外では米国市場におけるものづくり強化の一環で、一時的に生産が低

下しました。このため全体として低調な推移となりました。高分子分離膜は、一般工業用途が

中国、インドなど新興国向けと北米向けに回復したものの、欧州向け案件の顧客納入調整が生

じたため、全体では横ばいでした。 

 以上の結果、売上高は8,251百万円、営業損失は757百万円となりました。 

  

  なお、平成23年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成23

年３月期第１四半期決算短信（平成22年７月30日開示）をご参照ください。 

  

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（６ヶ月）                        （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２四半期 

  

当第２四半期 

  

    
自 平成21年４月１日 

至 平成21年９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 

イ 

ン 

ダ 

ス  

ト 

リ 

アテ 

ル｜ 

 プ 

 テープ・部材加工等 106,259 121,223 114.1

 営業利益 6,383 14,906 233.5

オ 

プ 

ト 

ロ 

ニ 

ク 

ス 

 液晶表示用材料     131,020 142,387 108.7

 半導体用材料 7,733 8,765 113.3

 プリント回路 24,604 25,665 104.3

 プロセス材料 6,196 7,910 127.7

計 169,556 184,728 108.9

 営業利益 16,545 32,572 196.9

メ 

デ＆ 

ィメ 

カン 

ルブ 

 レ 

 ン 

 メディカル 10,938 8,724 79.8

 メンブレン 8,346 9,163 109.8

計 19,284 17,887 92.8

 営業利益 2,631  △201 －

合 

計 

売上高 295,101 323,840 109.7

営業利益 25,561 47,276 185.0
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（参考）セグメント別の状況（３ヶ月）                        （単位：百万円 比率：％）  

  

    
前第２四半期 

  

当第２四半期 

  

    
自 平成21年７月１日 

至 平成21年９月30日 

自 平成22年７月１日 

至 平成22年９月30日 

    売上高 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 57,348 60,867 106.1

 営業利益 4,885 6,987 143.0

オ 

プ 

ト 

ロ 

ニ 

ク 

ス 

 液晶表示用材料     68,552 72,268 105.4

 半導体用材料 4,110 4,381 106.6

 プリント回路 13,006 12,294 94.5

 プロセス材料 3,295 3,821 116.0

計 88,964 92,765 104.3

 営業利益 10,161 16,247 159.9

メ 

デ＆ 

ィメ 

カン 

ルブ 

 レ 

 ン 

 メディカル 6,117 4,092 66.9

 メンブレン 4,238 4,158 98.1

計 10,355 8,251 79.7

 営業利益 2,068  △757 －

合 

計 

売上高 156,668 161,884 103.3

営業利益 17,115 22,477 131.3
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（参考）セグメント別の状況（年度予想） （単位：百万円 比率：％）  

  

    

当連結会計年度 

年度予想 

（平成22年10月29日時点） 

    
自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日 

    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 242,000 108.8

 営業利益 25,000 142.9

オ 

プ 

ト 

ロ 

ニ 

ク 

ス 

 液晶表示用材料     279,000 106.3

 半導体用材料 17,000 107.3

 プリント回路 50,000 98.7

 プロセス材料 14,500 109.3

計 360,500 105.3

 営業利益 50,500 139.9

メ 

デ＆ 

ィメ 

カン 

ルブ 

 レ 

 ン 

 メディカル 17,500 87.0

 メンブレン 20,000 117.8

計 37,500 101.1

 営業利益 △500 －

合 

計 

売上高 640,000 106.3

営業利益 75,000 133.7
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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4,827百万円増加し、629,819百万円となりました。また、純資産は10,103百万

円増加し、398,828百万円となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の61.9％から63.0％になり

ました。  

  主な増減は資産の部では、現金及び預金が14,745百万円増加、その他が為替予約の増加などにより2,578百万円

増加、有形固定資産が12,036百万円減少、投資その他の資産が1,334百万円減少しました。負債の部では、支払手

形及び買掛金が3,918百万円増加、短期借入金が4,503百万円減少、未払法人税等が1,446百万円減少、その他が為

替予約の減少などにより1,953百万円減少しました。純資産の部では、自己株式が6,504百万円増加しました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間の連結業績は、液晶テレビ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。利益面では、継続的な

固定費削減や操業度の向上、製品構成の改善に伴う生産性向上により、予想をやや上回りました。 

 第３四半期以降は、各国の緊急経済対策の効果により堅調であった液晶関連材料や自動車関連材料などの需要後

退や、現状の為替の動向から第３四半期以降１米＄=８０円を前提において、平成23年３月期の通期連結業績予想

を下記のとおり見直しを行いました。 

  

平成23年３月期通期連結業績予想数値の修正（平成22年４月１日から平成23年３月31日） 

  

※本資料における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 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

前 回 発 表 予 想 (A) 630,000 63,000 63,000  44,000 264.03

今 回 修 正 予 想 (B) 640,000 75,000 75,000  50,000 302.67

増  減  額 (B-A) 10,000 12,000 12,000  6,000 － 

増   減   率 (%) 1.6 19.0 19.0  13.6 － 

（ご参考）前期実績 
601,859 56,086 58,833  37,570 225.52

(平成22年３月期) 
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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 

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 

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四半

期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 186,666 171,921

受取手形及び売掛金 136,182 135,727

商品及び製品 19,991 19,776

仕掛品 27,396 27,031

原材料及び貯蔵品 11,787 11,120

その他 19,387 16,808

貸倒引当金 △746 △831

流動資産合計 400,666 381,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 193,086 196,254

機械装置及び運搬具 321,893 322,588

工具、器具及び備品 36,467 36,714

土地 18,950 19,119

建設仮勘定 8,524 8,323

減価償却累計額 △382,553 △374,595

有形固定資産合計 196,369 208,405

無形固定資産   

無形固定資産合計 6,359 7,273

投資その他の資産   

その他 26,669 28,007

貸倒引当金 △245 △248

投資その他の資産合計 26,423 27,758

固定資産合計 229,152 243,438

資産合計 629,819 624,992
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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 83,449 79,531

短期借入金 6,164 10,667

未払法人税等 14,299 15,746

役員賞与引当金 217 327

その他 41,462 43,416

流動負債合計 145,593 149,688

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 13,911 14,316

退職給付引当金 18,782 19,219

役員退職慰労引当金 334 514

その他 2,370 2,528

固定負債合計 85,398 86,579

負債合計 230,991 236,268

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 380,167 352,316

自己株式 △34,788 △28,284

株主資本合計 428,327 406,969

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,003 1,755

繰延ヘッジ損益 679 △284

為替換算調整勘定 △33,200 △21,775

評価・換算差額等合計 △31,518 △20,304

新株予約権 960 1,067

少数株主持分 1,058 992

純資産合計 398,828 388,724

負債純資産合計 629,819 624,992
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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 295,101 323,840

売上原価 218,854 222,336

売上総利益 76,246 101,504

販売費及び一般管理費 50,684 54,227

営業利益 25,561 47,276

営業外収益   

受取利息 113 186

受取配当金 88 74

作業屑収入 861 556

雑収入 1,261 1,176

営業外収益合計 2,323 1,994

営業外費用   

支払利息 729 538

為替差損 451 1,167

雑損失 1,118 789

営業外費用合計 2,299 2,496

経常利益 25,585 46,774

特別利益   

固定資産売却益 195 39

受取補償金 － 59

その他 299 0

特別利益合計 494 99

特別損失   

固定資産売却損 28 17

固定資産除却損 550 732

特別退職金 173 32

環境対策費 274 －

その他 168 354

特別損失合計 1,196 1,138

税金等調整前四半期純利益 24,884 45,736

法人税等 6,802 14,387

少数株主損益調整前四半期純利益 － 31,348

少数株主利益 46 165

四半期純利益 18,034 31,182
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 156,668 161,884

売上原価 113,908 112,283

売上総利益 42,760 49,601

販売費及び一般管理費 25,644 27,123

営業利益 17,115 22,477

営業外収益   

受取利息 36 94

受取配当金 3 3

作業屑収入 422 291

雑収入 600 280

営業外収益合計 1,063 669

営業外費用   

支払利息 375 258

為替差損 621 794

雑損失 507 381

営業外費用合計 1,504 1,434

経常利益 16,674 21,712

特別利益   

固定資産売却益 181 29

受取補償金 90 59

退職給付制度改定益 88 －

その他 3 0

特別利益合計 364 89

特別損失   

固定資産売却損 5 15

固定資産除却損 379 544

特別退職金 63 0

環境対策費 274 －

その他 119 12

特別損失合計 841 573

税金等調整前四半期純利益 16,197 21,227

法人税等 4,258 7,143

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14,084

少数株主利益 21 81

四半期純利益 11,917 14,002
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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 24,884 45,736

減価償却費 21,619 19,441

売上債権の増減額（△は増加） △41,744 △7,056

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,307 △3,866

未収入金の増減額（△は増加） △30 215

仕入債務の増減額（△は減少） 28,348 4,371

未払費用の増減額（△は減少） 5,132 261

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 3,831 △15,574

その他 2,867 2,672

営業活動によるキャッシュ・フロー 47,215 46,201

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 △21,672 △12,195

固定資産の売却による収入 579 59

定期預金の増減額（△は増加） △40,444 △1,155

その他 △1,918 110

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,454 △13,180

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） △7,531 △1,334

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 166 －

長期借入金の返済による支出 △305 △2,961

自己株式の増減額（△は増加） － △6,724

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 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,603 △14,376

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,651 △4,894

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,287 13,749

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 106,435 124,377
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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）     （単位：百万円） 

   

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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

  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  93,169  175,827  26,103  295,101  －  295,101

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 665  36  197  900 （900）  －

計  93,835  175,864  26,301  296,001 （900）  295,101

営業利益  5,220  17,223  3,117  25,561  －  25,561

  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  50,364  92,297  14,006  156,668  －  156,668

(２) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 342  14  112  469 （469）  －

計  50,706  92,312  14,119  157,138 （469）  156,668

営業利益  3,900  10,734  2,480  17,115  －  17,115

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〕 

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） 

  

  

  

  当社は、平成22年８月31日開催の取締役会決議に基づき、自己株式6,735百万円を取得いたしました。この結

果、当第２四半期連結会計期間末の自己株式数は9,596千株、帳簿残高は34,788百万円となっております。 

  

  

  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） （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   121,223 184,728 17,887  323,840  －  323,840

セグメント間の内部売上高
又は振替高   9,939  － －   9,939   △9,939  －

計 131,162 184,728 17,887  333,779  △9,939 323,840

セグメント利益（営業利益） 14,906 32,572 △201  47,276  － 47,276

  当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９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     60,867 92,765 8,251  161,884  －  161,884

セグメント間の内部売上高
又は振替高   4,981  － －   4,981   △4,981  －

計 65,849 92,765 8,251  166,866  △4,981 161,884

セグメント利益（営業利益） 6,987 16,247 △757  22,477  － 22,477

  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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