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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） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 52,707 △1.2 5,393 △6.7 5,418 △1.8 3,657 △3.0

23年3月期第1四半期 53,331 30.2 5,780 500.5 5,520 371.1 3,771 508.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 5,285百万円 （△0.1％） 23年3月期第1四半期 5,292百万円 （―％）

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 48.38 48.35
23年3月期第1四半期 49.89 49.87

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 208,474 134,349 64.0
23年3月期 206,188 130,576 62.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  133,417百万円 23年3月期  129,701百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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) 106,000 △1.9 9,000 △20.7 8,500 △20.5 5,800 △20.9 76.73
通期 220,000 3.4 20,000 △4.3 19,000 △2.7 13,100 △3.8 173.30



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

（注）詳細は、3ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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予想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
業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
※決算補足説明資料は、平成23年8月9日（火）に当社ホームページ（http://www.lintec.co.jp）へ掲載する予定です。 

4.  その他

新規 1社 （社名） LINTEC (THAILAND) CO.,LTD. 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 76,564,240 株 23年3月期 76,564,240 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 971,305 株 23年3月期 971,045 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 75,593,057 株 23年3月期1Q 75,593,564 株
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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 

当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国では景気の牽引役である個人消費が低迷、欧州で

は財政問題に端を発した金融不安が増し、中国を中心とした新興国において景気の過熱抑制策などにより

成長鈍化の懸念が広がるなど、景気の下振れリスクが増してまいりました。一方、我が国においては、東

日本大震災による消費マインドの悪化やサプライチェーンの混乱、加えて、原燃料価格の上昇などもあり、

総じて厳しいものとなりました。 

このような経営環境の中、当社グループでは新中期経営計画「LINTEC Innovation Plan Ⅲ（LIP－Ⅲ）」

を今年 4月からスタートさせ、「積極果敢にイノベーションに挑戦し、持続的な成長と企業価値の 大化

を目指す」というビジョンのもと、重点テーマに積極的に取り組んでまいりました。 

この結果、売上高は 52,707 百万円（前年同期比 1.2％減）、営業利益は 5,393 百万円（同 6.7％減）、経

常利益は 5,418 百万円（同 1.8％減）、四半期純利益は 3,657 百万円（同 3.0％減）となりました。 

 

セグメント別の概況は以下のとおりです。 

 

  【印刷材・産業工材関連】 

   当セグメントの売上高は 23,832 百万円（前年同期比 7.8％増）、営業利益は 2,358 百万円（同 16.0％増）

となりました。 

   （印刷・情報材事業） 

     印刷用粘着製品は国内では前年同期に比べ微増にとどまりましたが、海外では中国および東南アジ

アにおいて好調に推移し前年同期に比べ増加となりました。 

   （産業工材事業） 

太陽電池用バックシートは好調に推移し前年同期に比べ大幅に伸長しました。このほか、ウインド

ーフィルムがガラス飛散防止や節電対策として前年同期に比べ増加しましたが、２輪を含む自動車関

連製品は減産の影響を受け前年同期に比べ減少となりました。 

 

  【電子・光学関連】 

   当セグメントの売上高は 18,762 百万円（前年同期比 9.3％減）、営業利益は 1,341 百万円（同 22.2％減）

となりました。 

   （アドバンストマテリアルズ事業） 

半導体関連粘着製品は堅調に推移し前年同期に比べ増加となりましたが、半導体関連装置は前年同

期並みの推移となりました。また、積層セラミックコンデンサー製造用コートフィルムは旺盛なスマ

ートフォン需要により引き続き好調に推移し前年同期に比べ増加となりましたが、光デバイス関連製

品が前年同期に比べ大きく減少となりました。 

   （オプティカル材事業） 

液晶関連粘着製品は市場の調整局面の影響を受け前年同期に比べ大幅な減少となりました。 

 

  【洋紙・加工材関連】 

   当セグメントの売上高は 10,112 百万円（前年同期比 4.0％減）、営業利益は 1,690 百万円（同 14.1％減）

となりました。 

   （洋紙事業） 

     主力の封筒用紙を中心に市況低迷の影響を受け前年同期に比べ減少となりました。 

   （加工材事業） 

主力の剥離紙や合成皮革用工程紙が前年同期に比べ減少となりました。また、炭素繊維プリプレグ

用工程紙は前年同期に比べ微増、光学関連用剥離フィルムは前期並みにとどまりました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 208,474 百万円となり､前連結会計年度末に比べて 2,286 百万

円の増加となりました。主な増減要因は以下のとおりです。 

・「現金及び預金」の減少        △1,448 百万円 

・「受取手形及び売掛金」の増加      1,957 百万円 

・「たな卸資産」の増加          2,897 百万円 

・「有形固定資産」の減少        △  330 百万円 

 

 （負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債は 74,124 百万円となり､前連結会計年度末に比べて 1,486 百万円

の減少となりました。主な増減要因は以下のとおりです。 

・「支払手形及び買掛金」の増加        817 百万円 

・「未払法人税等」の減少        △2,144 百万円 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は 134,349 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 3,773 百万

円の増加となりました。主な増減要因は以下のとおりです。 

・「利益剰余金」の増加          2,145 百万円 

・「為替換算調整勘定」の増加       1,427 百万円 

 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、欧米の財政問題や個人消費の鈍化、

中国など新興国での金融引き締め策などもあって厳しさを増しており、一方、我が国においては、大震災

以降の生産活動の持ち直しやマインドの改善による消費の拡大が期待されますが、為替の影響や電力不足

問題など、現時点においては当社を取り巻く経営環境は極めて不透明であり、平成 23 年 5月 12 日に公表

した業績予想を見直しておりません。 

 

 

 

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 

当第１四半期連結会計期間より、新たに設立した LINTEC (THAILAND) CO.,LTD.を連結の範囲に含めて

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の適用 

該当事項はありません。 

 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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 37,403 35,954

受取手形及び売掛金 63,107 65,064

たな卸資産 27,571 30,468

その他 5,012 4,065

貸倒引当金 △203 △229

流動資産合計 132,891 135,324

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 24,528 24,294

機械装置及び運搬具（純額） 25,109 24,486

土地 8,709 8,712

建設仮勘定 1,446 2,018

その他（純額） 2,095 2,046

有形固定資産合計 61,888 61,558

無形固定資産 2,072 2,089

投資その他の資産

その他 9,530 9,688

貸倒引当金 △195 △186

投資その他の資産合計 9,334 9,502

固定資産合計 73,296 73,149

資産合計 206,188 208,474
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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 44,506 45,324

短期借入金 1,467 1,368

未払法人税等 3,557 1,412

役員賞与引当金 93 15

その他 10,840 10,928

流動負債合計 60,465 59,049

固定負債

退職給付引当金 13,802 13,792

環境対策引当金 149 149

その他 1,195 1,133

固定負債合計 15,146 15,075

負債合計 75,611 74,124

純資産の部

株主資本

資本金 23,201 23,201

資本剰余金 26,830 26,830

利益剰余金 88,638 90,783

自己株式 △1,035 △1,036

株主資本合計 137,634 139,779

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 102 250

為替換算調整勘定 △7,894 △6,466

在外子会社年金債務調整額 △141 △144

その他の包括利益累計額合計 △7,932 △6,361

新株予約権 88 88

少数株主持分 786 842

純資産合計 130,576 134,349

負債純資産合計 206,188 208,474
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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 53,331 52,707

売上原価 40,988 40,504

売上総利益 12,343 12,203

販売費及び一般管理費 6,562 6,809

営業利益 5,780 5,393

営業外収益

受取利息 32 45

受取配当金 30 36

固定資産売却益 74 7

その他 90 86

営業外収益合計 229 176

営業外費用

支払利息 4 2

固定資産除却損 115 68

為替差損 318 37

支払補償費 12 11

その他 38 31

営業外費用合計 489 150

経常利益 5,520 5,418

税金等調整前四半期純利益 5,520 5,418

法人税、住民税及び事業税 1,099 991

法人税等調整額 622 738

法人税等合計 1,721 1,729

少数株主損益調整前四半期純利益 3,798 3,688

少数株主利益 27 31

四半期純利益 3,771 3,657
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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 3,798 3,688

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △120 147

為替換算調整勘定 1,600 1,452

在外子会社年金債務調整額 13 △2

その他の包括利益合計 1,493 1,596

四半期包括利益 5,292 5,285

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 5,260 5,228

少数株主に係る四半期包括利益 31 56
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間取引消去の金額であります。 

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おります。 

  

Ⅱ  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) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間取引消去の金額であります。 

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おります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

印刷材・産業
工材関連

電子・光学
関連

洋紙・加工
材関連

合計

売上高

  外部顧客への売上高 22,109 20,684 10,537 53,331 ─ 53,331

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

11 6 4,156 4,174 △4,174 ─

計 22,120 20,691 14,693 57,505 △4,174 53,331

セグメント利益 2,033 1,724 1,967 5,725 54 5,780

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

印刷材・産業
工材関連

電子・光学
関連

洋紙・加工
材関連

合計

売上高

  外部顧客への売上高 23,832 18,762 10,112 52,707 ─ 52,707

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

15 6 4,418 4,439 △4,439 ─

計 23,847 18,768 14,530 57,147 △4,439 52,707

セグメント利益 2,358 1,341 1,690 5,390 3 5,393

（５）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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