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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 249,130 40.5 18,613 ― 17,324 ― 9,946 ―

22年3月期第2四半期 177,317 △32.1 △4,190 ― △6,123 ― △7,581 ―

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 58.02 ―

22年3月期第2四半期 △43.84 ―

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 539,890 256,814 43.8 1,377.76
22年3月期 547,255 256,503 43.0 1,373.09

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  236,301百万円 22年3月期  235,294百万円

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  

（注２）当社は定款において第２四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00

23年3月期 ― 7.50

23年3月期 
（予想）

― ― ―

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 501,500 20.9 36,900 191.6 35,300 240.6 22,100 ― 128.85



(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
づく四半期連結財務諸表に対する四半期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 
１．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。 
２．２３年３月期の期末配当につきましては、現時点では未定であります。配当予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

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  173,138,537株 22年3月期  173,138,537株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,627,422株 22年3月期  1,777,627株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  171,427,214株 22年3月期2Q  172,916,078株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（第２四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  7

（第２四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  11

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  11

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  14



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激施策や新興国の経済の好転等により、緩やか

な回復傾向で推移しました。 

しかし世界的な景気減速懸念や景気刺激施策の終了による需要の減少、および当第２四半期後半より進行しまし

た円高の影響等により、先行き不透明な経済状態が続くと思われます。 

  

自動車業界では、アジアでの需要は堅調に推移しているものの、国内での新車購入促進施策の終了に伴う自動車

販売台数の落ち込みが懸念されます。 

電子機器業界では、携帯電話（主としてスマートフォン）・デジタルカメラ等は需要増加により、生産台数が増

加しているものの、パソコンの生産が鈍化していることが懸念されます。 

事務機業界では、設備投資需要の回復により、複写機等の生産が増加してきましたが、引き続き部品の高耐久化

に伴う補修部品市場の縮小が進むと思われます。 

  

このような状況のもと、当社の事業別の業績は以下のとおりです。 

  

シール事業におきましては、自動車向けは、国内ではエコカー補助金の終了に伴う駆け込み需要により自動車生

産台数が増加し、海外でもアジアでの自動車生産の増加を受け、販売が増加しました。また、一般産業機械向け

も、新興国における需要が好調であった建設機械を始め、一般産業機械全般にわたり生産が回復したこと等から販

売が増加しました。 

その結果、売上高は1,351億５千６百万円（前年同期対比40.4％の増収）となりました。営業利益は増収および

経費の抑制等により、138億７千万円（前年同期は営業損失35億８千２百万円）となりました。 

  

フレキシブル基板（FPC）事業におきましては、電子機器向けは、携帯電話（主としてスマートフォン）・デジ

タルカメラの生産増加により販売が増加しました。また、ハードディスクドライブおよびタブレット型パソコンの

生産も好調であったこと等から販売が増加しました。 

その結果、売上高は902億６千７百万円（前年同期対比42.3％の増収）となりました。営業利益は増収および経

費の抑制等により、45億１千３百万円（前年同期対比343.6％の増益）となりました。 

  

ロール事業におきましては、事務機向けは、欧米および新興国での需要回復による中国での複写機用カートリッ

ジの生産増加、ならびにアジアでの複写機・プリンターの生産増加により販売が増加しました。 

その結果、売上高は171億３千９百万円（前年同期対比32.6％の増収）となりました。営業損失は増収による増

益効果はあったものの、体質改革２カ年計画推進に伴う拠点統廃合に係る一時費用の増加等により、１億９千７百

万円（前年同期は営業損失15億１千３百万円）となりました。 

  

特殊潤滑剤等のその他事業は、主に自動車生産の増加に伴う需要回復により、売上高は65億６千５百万円（前年

同期対比40.1％の増収）となりました。営業利益は増収および経費の抑制等により、３億８千９百万円（前年同期

は営業損失１億７百万円）となりました。 

  

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は2,491億３千万円（前年同期対比

40.5％の増収）、営業利益は186億１千３百万円（前年同期は41億９千万円の営業損失）、経常利益は173億２千４

百万円（前年同期は61億２千３百万円の経常損失）、四半期純利益は99億４千６百万円（前年同期は75億８千１百

万円の四半期純損失）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



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、5,398億９千万円となり、前期末比73億６千４百万円の減少となりま

した。これは主に、借入金の返済による現金及び預金の減少や、株式市況の低迷により投資有価証券勘定の時価評

価額が減少したことによるものです。 

負債合計は、2,830億７千６百万円となり、前期末比76億７千５百万円の減少となりました。これは主に、長短

借入金を返済したことによるものです。 

純資産は、2,568億１千４百万円となり、前期末比３億１千万円の増加となりました。当第２四半期連結累計期

間の純利益の増加はありましたが、株式市況の低迷に伴うその他有価証券評価差額金の減少や円高の進行による為

替換算調整勘定の減少等により、全体では微増となりました。尚、この結果、自己資本比率は43.8%となり、前期

末比0.8ポイントの増加となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末に比べ63

億６千８百万円減少し、864億６千万円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの

状況は以下のとおりです。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕  

営業活動の結果、得られた資金は、242億４百万円（前年同期比112.5％の増加）となりました。これは、業績の

回復により、税金等調整前四半期純利益が増加したことが主な要因です。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕  

投資活動の結果、使用した資金は、126億５千９百万円（前年同期比6.2％の増加）となりました。これは有形固

定資産の取得による支出が主な要因です。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕  

財務活動の結果、支出した資金は、167億７千５百万円（前年同期は94億７千５百万円の増加）となりました。

これは、国内外で長短借入金の返済を行ったことが主な要因です。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、連結売上高は5,015億円、営業利

益は369億円、経常利益は353億円、当期純利益は221億円に修正しております。 

  

  



（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 

（簡便な会計処理） 

四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、一部の連結子会社は、実地たな卸を省略し前連結会計

年度に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、一部の連結子会社は、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、税引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。 

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。   

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（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、営業利益及び経常利益は０百万円、税金等調整前四半期純利益は87百万円、それぞれ減少してお

ります。また当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は92百万円であります。 

なお、国内外の一部の工場等で建物及び土地を賃借しており、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原

状回復に係る債務を有しておりますが、当該資産に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移

転等も予定されていないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該債務に見

合う資産除去債務を計上しておりません。 

（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。 

  

  

２．その他の情報



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 86,785 93,104

受取手形及び売掛金 131,674 123,789

商品及び製品 17,858 17,262

仕掛品 22,269 22,450

原材料及び貯蔵品 11,604 10,303

その他 15,719 14,475

貸倒引当金 △929 △1,584

流動資産合計 284,982 279,801

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 70,304 72,523

機械装置及び運搬具（純額） 65,796 69,646

その他（純額） 31,695 31,570

有形固定資産合計 167,797 173,739

無形固定資産   

のれん 264 210

その他 1,180 1,240

無形固定資産合計 1,444 1,450

投資その他の資産   

投資有価証券 53,096 58,829

その他 32,767 33,718

貸倒引当金 △197 △284

投資その他の資産合計 85,666 92,263

固定資産合計 254,908 267,454

資産合計 539,890 547,255



（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 51,184 50,872

短期借入金 57,910 63,793

未払法人税等 2,769 1,815

賞与引当金 9,680 5,337

事業構造改善引当金 2,050 3,715

その他 40,922 37,385

流動負債合計 164,517 162,919

固定負債   

長期借入金 69,346 78,414

退職給付引当金 45,602 45,854

その他 3,609 3,564

固定負債合計 118,558 127,832

負債合計 283,076 290,752

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335

資本剰余金 22,450 22,450

利益剰余金 201,517 192,427

自己株式 △2,030 △2,221

株主資本合計 245,272 235,992

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,211 15,613

為替換算調整勘定 △21,183 △16,311

評価・換算差額等合計 △8,971 △698

少数株主持分 20,512 21,209

純資産合計 256,814 256,503

負債純資産合計 539,890 547,255



（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 177,317 249,130

売上原価 155,191 200,613

売上総利益 22,125 48,516

販売費及び一般管理費   

給料 7,490 7,952

賞与引当金繰入額 1,685 2,238

退職給付費用 1,216 1,271

その他 15,924 18,439

販売費及び一般管理費合計 26,316 29,902

営業利益又は営業損失（△） △4,190 18,613

営業外収益   

受取配当金 269 320

持分法による投資利益 － 2,016

固定資産賃貸料 451 477

その他 882 802

営業外収益合計 1,603 3,617

営業外費用   

支払利息 1,872 1,840

持分法による投資損失 574 －

為替差損 818 2,732

その他 270 333

営業外費用合計 3,536 4,906

経常利益又は経常損失（△） △6,123 17,324

特別利益   

固定資産売却益 57 99

貸倒引当金戻入額 － 103

その他 41 19

特別利益合計 99 222

特別損失   

固定資産除却損 415 334

事業構造改善引当金繰入額 1,859 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 86

その他 70 40

特別損失合計 2,345 461

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（△）

△8,369 17,084

法人税等 △1,342 5,377

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11,707

少数株主利益 554 1,761

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7,581 9,946



（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 99,347 128,832

売上原価 84,898 105,055

売上総利益 14,449 23,777

販売費及び一般管理費   

給料 3,669 3,878

賞与引当金繰入額 881 1,373

退職給付費用 623 630

その他 8,229 9,898

販売費及び一般管理費合計 13,402 15,780

営業利益 1,046 7,996

営業外収益   

受取配当金 31 48

持分法による投資利益 － 1,104

固定資産賃貸料 229 240

その他 436 270

営業外収益合計 697 1,664

営業外費用   

支払利息 961 773

持分法による投資損失 144 －

為替差損 1,397 1,253

その他 179 194

営業外費用合計 2,682 2,221

経常利益又は経常損失（△） △938 7,439

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 201

その他 21 25

特別利益合計 21 227

特別損失   

固定資産除却損 253 230

事業構造改善引当金繰入額 1,859 －

その他 43 2

特別損失合計 2,155 232

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（△）

△3,072 7,433

法人税等 △893 2,050

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,383

少数株主利益 539 960

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,718 4,422



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△8,369 17,084

減価償却費 17,935 16,291

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △725

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,503 4,354

退職給付引当金の増減額（△は減少） △244 △136

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,340 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 1,770 △1,665

受取利息及び受取配当金 △493 △504

支払利息 1,872 1,840

為替差損益（△は益） 195 985

持分法による投資損益（△は益） 574 △2,016

のれん償却額 548 －

固定資産除売却損益（△は益） 395 274

売上債権の増減額（△は増加） △14,460 △10,934

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,594 △2,782

仕入債務の増減額（△は減少） 4,511 4,839

割引手形の増減額（△は減少） △326 －

その他 663 350

小計 10,328 27,256

利息及び配当金の受取額 588 834

利息の支払額 △1,866 △1,726

法人税等の支払額 △1,317 △2,160

法人税等の還付額 3,656 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,389 24,204

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 115 －

投資有価証券の取得による支出 △1,691 △346

子会社株式の取得による支出 △159 －

子会社出資金の取得による支出 － △803

関係会社出資金の払込による支出 △274 －

有形固定資産の取得による支出 △10,105 △11,613

有形固定資産の売却による収入 323 197

その他 △128 △92

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,920 △12,659



（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) 

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） △4,313 △4,663

長期借入れによる収入 21,006 1,076

長期借入金の返済による支出 △4,623 △10,471

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △560 △581

配当金の支払額 △865 △857

少数株主への配当金の支払額 △1,167 △1,470

その他 △0 191

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,475 △16,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,382 △1,138

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,325 △6,368

現金及び現金同等物の期首残高 82,107 92,829

現金及び現金同等物の四半期末残高 92,433 86,460



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２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  

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）１．事業区分の方法 

事業区分の方法は、内部管理上採用している区分を元に、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分してお

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

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高  53,551  36,489  6,800  2,506  99,347  －  99,347

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,410  597  －  196  2,203 (2,203)  －

計  54,961  37,086  6,800  2,702  101,551 (2,203)  99,347

営業利益又は営業損失（△）  5  1,664  △632  14  1,053 (6)  1,046

  
シール事業 
（百万円） 

フレキシブ
ル基板事業 
（百万円） 

ロール事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上高  96,250  63,453  12,927  4,685  177,317  －  177,317

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2,192  883  －  463  3,538 (3,538)  －

計  98,443  64,337  12,927  5,148  180,855 (3,538)  177,317

営業利益又は営業損失（△）  △3,582  1,017  △1,513  △107  △4,186 (4)  △4,190

事業区分 主要製品 

シール事業 
オイルシール、Ｏリング、防振ゴム、樹脂加工品、ガスケット、化学合成品、 

メカニカルシール 

フレキシブル基板事業 フレキシブルサーキット 

ロール事業 事務機用ロール製品 

その他事業 特殊潤滑剤、その他 



〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

  

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）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア………………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2)その他の地域………米国、ドイツ 

  

〔海外売上高〕 

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） 

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）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1)アジア………………シンガポール、タイ、台湾、中国 

(2)その他の地域………米国、ドイツ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 

その他の 
地域 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  59,727  37,832  1,787  99,347  －  99,347

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 13,617  7,887  103  21,608 (21,608)  －

計  73,344  45,720  1,891  120,955 (21,608)  99,347

営業利益又は営業損失（△）  △683  2,106  △243  1,179 (132)  1,046

  
日本 

（百万円） 
アジア 

（百万円） 

その他の 
地域 

（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  110,826  63,153  3,337  177,317  －  177,317

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 24,295  12,535  187  37,018 (37,018)  －

計  135,122  75,688  3,524  214,335 (37,018)  177,317

営業利益又は営業損失（△）  △3,958  439  △528  △4,047 (143)  △4,190

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 42,065 4,017 46,082 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  － 99,347 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
42.3 4.0 46.4 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 70,915 7,088 78,003 

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  － 177,317 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
40.0 4.0 44.0 



〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

当社グループは、製品の系列及び市場の類似性を考慮してセグメントを決定しており、各セグメントの統

括部門において、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

当社グループは「シール事業」「フレキシブル基板事業」「ロール事業」「その他事業」の４つを報告セ

グメントとしております。 

「シール事業」は、当社が中心となり、主に自動車業界・建設機械業界・一般産業機械業界向けに、シー

ル製品等を生産・販売しています。「フレキシブル基板事業」は、日本メクトロン㈱が中心となり、主に電

子機器業界向けに電子部品等を生産・販売しています。「ロール事業」は、シンジーテック㈱が中心とな

り、主に事務機業界向けに、ロール製品等を生産・販売しています。「その他事業」は、当社及びＮＯＫク

リューバー㈱等が中心となり、特殊潤滑剤等を生産・販売しています。 

  

２．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）

（注）１．セグメント利益の調整額 38百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．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います。 

  

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）

（注）１．セグメント利益の調整額 12百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．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います。 

  

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） シール事業 

フレキシブ
ル基板事業 

ロール事業 その他事業 

売上高                                          

外部顧客への売上高  135,156  90,267  17,139  6,565  249,130  －  249,130

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,630  1,478  －  325  5,434 (5,434)  －

計  138,787  91,746  17,139  6,891  254,564 (5,434)  249,130

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 13,870  4,513  △197  389  18,575  38  18,613

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２） シール事業 

フレキシブ
ル基板事業 

ロール事業 その他事業 

売上高                                          

外部顧客への売上高  68,858  47,552  9,146  3,274  128,832  －  128,832

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1,957  790  －  160  2,908 (2,908)  －

計  70,816  48,343  9,146  3,435  131,741 (2,908)  128,832

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 6,141  1,747  △107  202  7,984  12  7,996



（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。 

なお、これによるセグメント区分の変更はありません。 

  

※ 補足情報 

（所在地別セグメント情報） 

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）

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

   (1) アジア………………シンガポール、タイ、台湾、中国 

   (2) その他の地域………米国、ドイツ 

  

該当事項はありません。  

  

  日本 アジア 
その他の
地域 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上高  143,669  100,255  5,204  249,130  －  249,130

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 29,013  25,131  322  54,468 (54,468)  －

     計  172,683  125,387  5,527  303,598 (54,468)  249,130

営業利益  7,789  10,449  94  18,334  279  18,613

（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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