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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 51,870 1.9 2,423 △21.6 2,804 △8.7 1,673 △14.1
23年3月期第3四半期 50,891 3.8 3,089 △14.0 3,069 △21.4 1,948 △19.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 591百万円 （△55.4％） 23年3月期第3四半期 1,328百万円 （―％）

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3四半期 15.69 ―
23年3月期第3四半期 17.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 66,854 37,512 56.1
23年3月期 67,941 38,606 56.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  37,512百万円 23年3月期  38,606百万円

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
24年3月期 ― 3.75 ―
24年3月期（予想） 3.75 7.50

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）

（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

通期 69,000 2.9 2,500 △9.7 2,900 3.3 1,600 7.9 14.80



(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）  ：  無  

(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。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 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3Q 111,996,839 株 23年3月期 111,996,839 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 6,703,300 株 23年3月期 3,877,979 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 106,671,480 株 23年3月期3Q 110,262,353 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から徐々に回復の兆しが見ら

れたものの、欧州の政府債務危機による景気の下振れや長引く円高の進行で、依然として企業収益への

影響が懸念され、先行きには不透明感が漂っております。 

このような状況下で当社グループは、国内での営業力の更なる強化に努め、製造コストと営業経費の

削減や新商品の開発に取組んでまいりましたが、タイの洪水による生産の一部稼働停止の影響及び原材

料価格の上昇などにより一層のコストアップとなりました。 

結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は518億70百万円(前年同期比1.9％増)、営業利益は

24億23百万円(前年同期比21.6％減)、経常利益は28億４百万円(前年同期比8.7％減)、四半期純利益は

16億73百万円(前年同期比14.1％減)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①  産業用製品 

一般フィルムは、期初より文具・手帳用や養生用の受注が堅調に推移したことにより売上増となりま

した。農業用フィルムは、台風水害等による需要の増加により売上増となりました。壁紙は、住宅着工

件数が回復し、またリフォーム需要も増加したことにより売上増となりました。フレキシブルコンテナ

ーは、需要先の生産調整を受け出荷量が減少したため売上減となりました。自動車内装材は、震災の影

響から生産が一時持ち直したものの、タイの洪水により再び自動車メーカーが減産となり、円高の影響

も大きく売上減となりました。粘着テープは、原材料等の高騰により、コストアップの厳しい環境のな

か、営業努力により堅調に推移しました。工業テープは、スマートフォン関連の新規受注が寄与し売上

増となりました。食品用包装ラップ等は、外食産業が低迷したことにより売上減となりました。食品保

存用ピチット製品は、東北地方を中心に需要が減少したことにより売上減となりました。 

以上により、当セグメントの売上高は288億43百万円(前年同期比2.3％減)、セグメント利益は12億95

百万円(前年同期比37.6％減)となりました。 

②  生活用品 

コンドームは、少子高齢化や晩婚化の影響により市場が縮小するなか、薄物の需要が好調に推移した

ことにより売上微増となりました。除湿剤は、震災の影響で春先に出荷が減少しましたが、その後回復

し売上増となりました。滅菌器は、販売数量の下落傾向が続いていましたが、買替え需要の回復により

堅調に推移しました。手袋は、医療用・原発用を中心に受注が堅調に推移しました。シューズは、原材

料高の影響を受けたものの、販売が堅調だったことから売上増となりました。ブーツ・雨衣類は、拡販

政策を積極的に展開して売場を広げ、また台風や降雪の影響もあり売上増となりました。 

以上により、当セグメントの売上高は230億26百万円(前年同期比7.7％増)、セグメント利益は21億10

百万円(前年同期比2.6％減)となりました。 

③  その他 

当セグメントの売上高は０百万円(前年同期比53.2％減)、セグメント利益は１億12百万円(前年同期

はセグメント損失４百万円)となりました。 

  

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
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①  資産 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は668億54百万円で、前連結会計年度末と比べ10億87

百万円減少しております。 

流動資産は420億30百万円で、前連結会計年度末と比べ16億９百万円の増加となりました。これは

主として、たな卸資産全体で16億１百万円、受取手形及び売掛金21億68百万円が増加し、現金及び預

金18億29百万円、その他３億30百万円が減少したことによるものです。 

固定資産は248億23百万円で、前連結会計年度末と比べ26億96百万円の減少となりました。これは

主として、有形固定資産７億53百万円、投資有価証券19億41百万円が減少したことによるものです。

②  負債 

当第３四半期連結会計期間末における総負債は293億41百万円で、前連結会計年度末と比べ６百万

円増加しております。 

流動負債は246億３百万円で、前連結会計年度末と比べ34億３百万円の増加となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金16億70百万円、１年内償還予定の社債15億円、１年内返済予定の長期

借入金10億円が増加し、賞与引当金３億65百万円、その他３億円が減少したことによるものです。 

固定負債は47億38百万円で、前連結会計年度末と比べ33億96百万円減少しております。これは主と

して、退職給付引当金が２億57百万円増加し、社債15億円、長期借入金10億円、その他11億54百万円

が減少したことによるものです。 

③  純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は375億12百万円で、前連結会計年度末と比べ10億93

百万円減少しております。これは主として、利益剰余金８億73百万円、自己株式８億85百万円が増加

し、その他有価証券評価差額金が８億91百万円減少したことによるものです。 

  

タイ王国での大規模洪水による被害額及び当社業績への影響は損害保険等が付されていること及び被

害の詳細は引き続き確認作業を行っていることから、現段階で合理的に算定することが困難であるた

め、平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年５月12日公表の業績予想を据え置くこと

といたします。 

今後業績への重大な影響が見込まれる場合には、速やかに開示してまいります。また、今後の復旧予

定に関しては平成24年１月24日に別途開示しております「タイの洪水に関するお知らせ(第２報)」をご

参照下さい。 

  

（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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２．四半期連結財務諸表
（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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,903 8,074

受取手形及び売掛金 20,593 22,761

商品及び製品 5,736 6,978

仕掛品 1,211 1,412

原材料及び貯蔵品 1,463 1,621

その他 1,538 1,207

貸倒引当金 △24 △25

流動資産合計 40,421 42,030

固定資産

有形固定資産 15,710 14,956

無形固定資産 383 313

投資その他の資産

投資有価証券 10,645 8,704

その他 803 871

貸倒引当金 △22 △23

投資その他の資産合計 11,426 9,553

固定資産合計 27,520 24,823

資産合計 67,941 66,854
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,607 17,278

1年内償還予定の社債 － 1,500

短期借入金 1,056 1,009

1年内返済予定の長期借入金 － 1,000

未払法人税等 471 418

賞与引当金 739 373

その他 3,325 3,023

流動負債合計 21,199 24,603

固定負債

社債 1,500 －

長期借入金 1,000 －

退職給付引当金 3,215 3,473

その他 2,420 1,265

固定負債合計 8,135 4,738

負債合計 29,335 29,341

純資産の部

株主資本

資本金 13,047 13,047

資本剰余金 422 422

利益剰余金 23,961 24,834

自己株式 △1,424 △2,310

株主資本合計 36,006 35,993

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,204 2,312

繰延ヘッジ損益 10 △3

為替換算調整勘定 △614 △790

その他の包括利益累計額合計 2,600 1,518

純資産合計 38,606 37,512

負債純資産合計 67,941 66,854
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 50,891 51,870

売上原価 37,903 39,878

売上総利益 12,987 11,991

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 2,355 2,299

その他の販売費 2,165 2,102

給料及び賞与 2,346 2,236

賞与引当金繰入額 387 348

退職給付引当金繰入額 117 121

貸倒引当金繰入額 － 3

その他の一般管理費 2,524 2,455

販売費及び一般管理費合計 9,898 9,568

営業利益 3,089 2,423

営業外収益

受取利息 10 7

受取配当金 271 303

不動産賃貸料 306 362

負ののれん償却額 10 －

その他 117 153

営業外収益合計 716 826

営業外費用

支払利息 50 47

不動産賃貸費用 136 125

為替差損 497 213

その他 51 59

営業外費用合計 736 445

経常利益 3,069 2,804

特別利益

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 3 40

貸倒引当金戻入額 19 －

特別利益合計 22 40

特別損失

固定資産除却損 59 5

減損損失 － 26

投資有価証券売却損 － 21

災害による損失 － 12

環境対策費 － 44

特別損失合計 59 111

税金等調整前四半期純利益 3,033 2,733

法人税、住民税及び事業税 875 708

法人税等調整額 208 351

法人税等合計 1,084 1,060

少数株主損益調整前四半期純利益 1,948 1,673

四半期純利益 1,948 1,673
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,948 1,673

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △413 △893

繰延ヘッジ損益 △27 △13

為替換算調整勘定 △177 △175

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 1

その他の包括利益合計 △620 △1,081

四半期包括利益 1,328 591

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,328 591

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業等を含ん

でおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,148百万円には、セグメント間取引消去10百万円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,159百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費等であります。 

３  セグメント利益又は損失(△)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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、グループ内の物流事業等を含ん

でおります。 

２  セグメント利益の調整額△1,095万円には、セグメント間取引消去11百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△1,107百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費等であります。 

３  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。 

  

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
その他
(注) １

合計
調整額 
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額産業用製品 生活用品 計

売上高

  外部顧客への売上高 29,507 21,382 50,890 0 50,891 ― 50,891

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

9 614 624 2,278 2,902 △2,902 ―

計 29,517 21,997 51,514 2,278 53,793 △2,902 50,891

セグメント利益又は損失(△) 2,076 2,166 4,242 △4 4,237 △1,148 3,089

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注) １

合計
調整額 
(注) ２

四半期連結
損益計算書
計上額産業用製品 生活用品 計

売上高

  外部顧客への売上高 28,843 23,026 51,870 0 51,870 ― 51,870

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

14 205 220 2,451 2,672 △2,672 ―

計 28,858 23,232 52,090 2,452 54,542 △2,672 51,870

セグメント利益 1,295 2,110 3,406 112 3,519 △1,095 2,423

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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