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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23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 ％

24年３月期第２四半期 10,404 △10.7 122 △73.2 105 △76.2 △86 ―

23年３月期第２四半期 11,653 6.3 456 286.4 441 286.8 101 68.3

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期  △187百万円 (―％) 23年３月期第２四半期 △30百万円 (―％)

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２四半期 △4 37 ―

23年３月期第２四半期 5 14 ―

（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２四半期 31,388 23,749 75.7

23年３月期 32,330 24,034 74.3

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 23,749百万円 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 ― 5 00

24年３月期(予想) ― 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、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 22,000 △4.9 200 △66.6 200 △65.6 80 △87.7 4 05



  

 

 

 
    

・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２Ｑ 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２Ｑ 352,712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２Ｑ 19,729,282株 23年３月期２Ｑ 19,729,638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２四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の影響により企業の生産活

動が停滞するとともに、個人消費も低迷するなど、厳しい状況で推移いたしました。 

  また、円高の進行に加え、米国の景気回復の遅れや欧州の財政危機等の影響から海外景気の下振れリスクが

高まるなど、先行きは依然として不透明な状況となっております。 

当社グループにおきましても、同震災のため茨城工場が被災し設備の一部が損傷を受けるとともに、一部製

品で原材料の供給を受けられずに製造・出荷に支障をきたす等の影響がありました。５月後半から６月にかけ

ては復旧した茨城工場も含め各工場で夏の電力供給制限に備えた増産体制を敷きましたが、販売面では震災後

の混乱で市場に在庫が積み上がったこと、円高の長期化や景気の先行きに一層の不透明感が広がったことを受

けて、国内のみならず海外のユーザーや商社でも生産や在庫の調整を行ったために苦戦を強いられました。こ

のような状況下、製造部門では収率の改善による一層の製造原価低減、営業部門では新製品の拡販や海外市場

の開拓に注力しましたが、売上減少に加えて天然ゴムや織布などの原材料価格の高騰による利益率の低下もあ

り、業績は低迷いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、104億４百万円(前年同期比10.7％減)となり、連結営

業利益は、１億22百万円(前年同期比73.2％減)、連結経常利益は１億５百万円(前年同期比76.2％減)となりま

した。また、東日本大震災で被災した茨城工場に係わる災害損失と株式市況低迷による保有有価証券の評価損

による特別損失を計上したことにより、連結四半期純損失は86百万円(前年同期は１億１百万円の連結四半期純

利益)となりました。 

なお、当社グループではユーザーの海外生産シフトの動きを踏まえて、円高リスクへの対応と価格競争力の

ある製品の供給を図るためインドネシアに生産子会社を設立し、平成24年６月の生産開始を目指して準備を進

めております。 

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〕 

梱包・包装用テープにつきましては、市場での在庫調整が続き、布粘着テープの売上が減少しました。８月

以降は回復基調にあるものの震災前の水準に届かず、当部門の売上高は19億83百万円(前年同期比6.9％減)とな

りました。 

〔電機・電子用テープ〕 

電機・電子用テープにつきましては、デジタル機器用テープは薄型テレビ、ノートパソコン等のデジタル家

電市場の低迷により売上が減少しました。自動車関連部品用テープの売上は、自動車生産の増加に伴い回復傾

向にあります。当部門の売上高は、55億56百万円(前年同期比11.8％減)となりました。 

〔産業用テープ〕 

産業用テープにつきましては、養生用布テープやＰ-カットテープ（ポリエチレンクロステープ）等が建築市

場の在庫過剰感から売上が減少しました。当部門の売上高は、28億65百万円(前年同期比11.2％減)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９月30日まで 平成22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
(92)

19.1
(126)

18.3 △148 △6.9
1,983 2,131

電機・電子用テープ
(3,034)

53.4
(3,655)

54.0 △740 △11.8
5,556 6,296

産業用テープ
(193)

27.5
(219)

27.7 △361 △11.2
2,865 3,226

合 計
(3,320)

100.0
(4,000)

100.0 △1,249 △10.7
10,404 11,653
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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2.9％減少し313億88百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ5.7％減少し184億48百万円となりました。これは、主としてイン

ドネシアへの投資に伴う現預金の減少等によるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ1.4％増加し129億40百万円となりました。これは、主として建設

仮勘定の増加によるものです。 

当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ7.9％減少し76億39百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ6.6％減少し57億48百万円となりました。これは、主に未払法人

税の減少によるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末と比べ11.7％減少し18億91百万円となりました。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1.2％減少し237億49百万円となりました。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、75.7％（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14億76

百万円減少し85億44百万円となりました。 

（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、50百万円（前年同期は14億28百万円）となりました。これは、主に減価

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、10億79百万円（前年同期は２億20百万円）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、３億48百万円（前年同期は３億25百万円）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10月27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。 

  

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
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,021 8,544

受取手形及び売掛金 5,887 5,417

商品及び製品 615 884

仕掛品 1,230 1,597

原材料及び貯蔵品 1,233 1,412

繰延税金資産 297 297

その他 294 303

貸倒引当金 △8 △9

流動資産合計 19,571 18,448

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,077 2,953

機械装置及び運搬具（純額） 3,313 2,880

土地 3,732 3,940

建設仮勘定 211 792

その他（純額） 151 125

有形固定資産合計 10,486 10,692

無形固定資産 76 61

投資その他の資産

投資有価証券 1,959 1,991

その他 260 197

貸倒引当金 △24 △2

投資その他の資産合計 2,196 2,186

固定資産合計 12,758 12,940

資産合計 32,330 31,388
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,629 3,883

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 29

災害損失引当金 102 10

その他 1,541 1,321

流動負債合計 6,153 5,748

固定負債

長期借入金 1,375 1,125

繰延税金負債 18 43

退職給付引当金 437 431

負ののれん 50 38

その他 259 252

固定負債合計 2,141 1,891

負債合計 8,295 7,639

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 16,555

自己株式 △136 △136

株主資本合計 23,999 23,815

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 252 319

為替換算調整勘定 △216 △385

その他の包括利益累計額合計 35 △65

純資産合計 24,034 23,749

負債純資産合計 32,330 31,388
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 11,653 10,404

売上原価 8,803 8,241

売上総利益 2,850 2,162

販売費及び一般管理費 2,393 2,040

営業利益 456 122

営業外収益

受取利息 1 0

受取配当金 27 33

負ののれん償却額 12 12

株式割当益 16 －

その他 14 26

営業外収益合計 71 74

営業外費用

支払利息 22 17

為替差損 60 68

固定資産除却損 2 －

その他 1 4

営業外費用合計 87 90

経常利益 441 105

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 87 100

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 338 170

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（△）

145 △64

法人税等 43 21

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

101 △86

四半期純利益又は四半期純損失（△） 101 △86
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

101 △86

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △39 67

為替換算調整勘定 △92 △168

その他の包括利益合計 △132 △100

四半期包括利益 △30 △187

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △30 △187

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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 145 △64

減価償却費 933 714

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 55 △6

受取利息及び受取配当金 △28 △34

支払利息 22 17

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） 87 100

事業構造改善費用 188 －

売上債権の増減額（△は増加） 480 441

たな卸資産の増減額（△は増加） △328 △822

仕入債務の増減額（△は減少） △79 287

その他の引当金の増減額（△は減少） － △92

その他 24 △109

小計 1,454 410

利息及び配当金の受取額 28 34

利息の支払額 △22 △17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △31 △376

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,428 50

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 △356 △1,077

無形固定資産の取得による支出 △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 140 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △220 △1,079

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） 3 1

長期借入金の返済による支出 △250 △250

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 △325 △348

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △99

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 824 △1,476

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 8,244 8,544

平成24年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

－9－



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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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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