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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第１四半期 5,284 △11.0 203 △45.6 213 △44.1 79 △66.8

23年３月期第１四半期 5,938 16.7 373 ― 381 ― 238 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 78百万円(△36.6％) 23年３月期第１四半期 124百万円(△19.0％)

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

24年３月期第１四半期 4 03 ―

23年３月期第１四半期 12 07 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 32,545 24,015 73.8

23年３月期 32,330 24,034 74.3

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 24,015百万円 23年３月期 24,034百万円

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

23年３月期 ― 5 00 ― 5 00 10 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 5 00 ― 5 00 10 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24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) 11,900 2.1 350 △23.2 350 △20.6 230 127.7 11 66

通期 24,000 3.7 850 42.1 850 46.0 550 △15.3 27 88



  

 

 

 
    

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付

資料P３「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規 ― 社 (            )、除外 ― 社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 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) 24年３月期１Ｑ 20,081,955株 23年３月期 20,081,955株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 352,650株 23年３月期 352,630株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 19,729,312株 23年３月期１Ｑ 19,729,698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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災により生産活動が停滞

し、個人消費も弱含みで推移しました。さらに原発問題が長期化する中で、夏場の電力不足問題や放射性

物質飛散等の影響により、景気回復のスピードや力強さは依然不透明な状況が続いております。 

当社グループにとりましても一部原材料価格の上昇や円高の長期化に加えて同震災の影響は大きいもの

がありました。茨城工場が被災し生産ラインの一部に損傷を受け、また原材料が揃わない等で一部製品の

製造・出荷に支障をきたしたことから売上は低調に推移しました。茨城工場については全社を挙げて復旧

活動に努めた結果、５月中旬に全面的に再稼動し、５月後半からは夏の電力使用制限に備え各工場で増産

体制を敷き生産・供給体制の安定化に努めました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、52億84百万円(前年同期比11.0％減)となりまし

た。連結経常利益は、２億13百万円(前年同期比44.1％減)となり、連結四半期純利益は茨城工場に係わる

災害損失の発生もあり79百万円(前年同期比66.8％減)となりました。 

当社グループの事業は、粘着テープの製造・販売の単一セグメントでありますが、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〕 

震災の影響を考慮した企業の先行手配や、一部製品における値上げ前の駆け込み需要等から一時的に売

上が増加したものの、実際の市場の荷動きは低調だったことから、市場は在庫の過剰感が強まり、５月以

降は売上が減少いたしました。 

売上高は10億34百万円となりました。 

〔電機・電子用テープ〕 

期初にはパソコンやデジタル機器向け部品メーカーから震災関連で将来の需要への前倒発注があったも

のの、製造メーカーが震災により減産を余儀なくされたことにより５月以降は受注が減少し、売上は前年

同期比12.1%減となりました。加えて被災した茨城工場で生産していた電機用テープの出荷遅延等も売上

減少の要因になりました。 

売上高は、28億65百万円となりました。 

〔産業用テープ〕 

茨城工場の被災によりＰ－カットテープ(ポリエチレンクロステープ)や両面テープが生産遅延となり、

出荷額は前年同期比13.9%減少しました。 

売上高は、13億85百万円となりました。 

(単位 ： 百万円) 

 
（注）（  ）内の数字は海外売上高であります。 

１．当四半期決算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
当連結会計年度 前連結会計年度

増減金額 前期比 %
平成23年４月１日から 平成22年４月１日から

製品部門別
平成23年６月30日まで 平成22年６月30日まで

金  額 構成比 % 金 額 構成比 %

梱包・包装用テープ
(47)

19.6
(68)

18.0 △34 △3.2
1,034 1,068

電機・電子用テープ
(1,572)

54.2
(1,800)

54.9 △396 △12.1
2,865 3,261

産業用テープ
(107)

26.2
(106)

27.1 △224 △13.9
1,385 1,609

合 計
(1,726)

100.0
(1,974)

100.0 △654 △11.0
5,284 5,938
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ0.7％増加し325億45百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ1.2％増加し198億円となりました。これは、主として棚卸資産の

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0.1％減少し127億44百万円となりました。これは、主として減価

償却費の計上による償却資産簿価の減少によるものです。 

当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ2.8％増加し85億29百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ6.0％増加し65億21百万円となりました。これは、主に支払手形

及び買掛金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6.2％減少し20億８百万円となりました。これは、主に長期借入

金の返済によるものです。 

当第１四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ0.1％減少し240億15百万円となりました。こ

れは、主に円高の影響によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、73.8％（前連結会計年度末74.3％）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四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３億68

百万円減少し96億52百万円となりました。 

（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、１億94百万円（前年同期は９億36百万円）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、２億79百万円（前年同期は２億65百万円）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、２億23百万円（前年同期は２億２百万円）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24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月18日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 

（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１四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。 

  

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

㈱寺岡製作所（4987）平成24年３月期第１四半期決算短信

－4－



３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,021 9,652

受取手形及び売掛金 5,887 5,586

商品及び製品 615 944

仕掛品 1,230 1,632

原材料及び貯蔵品 1,233 1,303

繰延税金資産 297 297

その他 294 392

貸倒引当金 △8 △8

流動資産合計 19,571 19,800

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,077 3,017

機械装置及び運搬具（純額） 3,313 3,103

土地 3,732 3,951

建設仮勘定 211 232

その他（純額） 151 133

有形固定資産合計 10,486 10,439

無形固定資産 76 68

投資その他の資産

投資有価証券 1,959 2,041

その他 260 197

貸倒引当金 △24 △2

投資その他の資産合計 2,196 2,236

固定資産合計 12,758 12,744

資産合計 32,330 32,545
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,629 4,112

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 376 44

災害損失引当金 102 22

その他 1,541 1,839

流動負債合計 6,153 6,521

固定負債

長期借入金 1,375 1,250

繰延税金負債 18 18

退職給付引当金 437 436

負ののれん 50 44

その他 259 259

固定負債合計 2,141 2,008

負債合計 8,295 8,529

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 16,740 16,721

自己株式 △136 △136

株主資本合計 23,999 23,980

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 252 312

為替換算調整勘定 △216 △277

その他の包括利益累計額合計 35 34

純資産合計 24,034 24,015

負債純資産合計 32,330 32,545
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 5,938 5,284

売上原価 4,363 4,042

売上総利益 1,574 1,242

販売費及び一般管理費 1,200 1,038

営業利益 373 203

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 24 31

負ののれん償却額 6 6

株式割当益 16 －

その他 5 8

営業外収益合計 52 46

営業外費用

支払利息 11 9

為替差損 33 27

その他 0 0

営業外費用合計 45 36

経常利益 381 213

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

災害損失 － 69

投資有価証券評価損 － 17

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 62 86

税金等調整前四半期純利益 361 126

法人税等 123 46

少数株主損益調整前四半期純利益 238 79

四半期純利益 238 79
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 238 79

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △65 60

為替換算調整勘定 △47 △60

その他の包括利益合計 △113 △0

四半期包括利益 124 78

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 124 78

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 361 126

減価償却費 463 361

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30 △1

受取利息及び受取配当金 △24 △31

支払利息 11 9

投資有価証券評価損益（△は益） － 17

売上債権の増減額（△は増加） 93 287

たな卸資産の増減額（△は増加） △116 △802

仕入債務の増減額（△は減少） △146 493

その他 278 110

小計 951 549

利息及び配当金の受取額 24 31

利息の支払額 △11 △9

法人税等の支払額 △29 △376

営業活動によるキャッシュ・フロー 936 194

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 △262 △277

無形固定資産の取得による支出 △1 －

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △265 △279

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） 1 0

長期借入金の返済による支出 △125 △125

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △78 △98

財務活動によるキャッシュ・フロー △202 △223

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 △60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 437 △368

現金及び現金同等物の期首残高 7,420 10,021

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,858 9,652
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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の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上
の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４
日）を適用しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）  
  
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。 

  

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）追加情報

（６）セグメント情報等

（７）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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