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（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 ％

25年３月期第１四半期  10,008  8.9  714 △2.4  723  △0.9  545  44.9

24年３月期第１四半期  9,190  0.3  732 △13.0  729  △12.1  376 △33.4

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 592百万円（ ％） 51.2   24年３月期第１四半期 391百万円 （ ％） △20.7

  
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

25年３月期第１四半期  6.17 －

24年３月期第１四半期  4.26 －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  42,274  25,650  57.1

24年３月期  42,860  25,618  55.8

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 24,120百万円   24年３月期 23,934百万円 

  
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 
24年３月期  － 4.00 － 4.00  8.00

25年３月期  －     
25年３月期（予想）   5.00 － 5.00  10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期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）  20,800  8.7  1,350 △10.4  1,300 △17.4  850  △23.1  9.62

通期  43,000  11.3  2,800  7.3  2,750  1.7  1,750  0.7  19.80

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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） 25年３月期１Ｑ 93,443,668株 24年３月期 93,443,668株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 5,082,673株 24年３月期 5,081,688株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 88,361,637株 24年３月期１Ｑ 88,338,566株

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のレビュー手続は終了しておりません。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２ページ「１.当四半期決算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」をご覧下さい。
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（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わが国経済は、東日本大震災からの復興に向けた動きや政府の景気刺激策

の効果を反映する一方で、欧州債務問題に伴なう国際金融市場の不安や新興国における景気減速の影響を受けまし

た。 

このような事業環境下にありまして当社グループは、当連結会計年度よりスタートいたしました第６次中期経

営計画“ＮＶ・Ｓ６（New Valqua Stage Six）”に掲げた諸戦略を着実に実行し、顧客対応力の強化と海外展開の

加速に注力してまいりました。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結経営成績につきましては、売上高が１００億８百

万円（前年同期比８．９％増）となり、利益につきましては、営業利益が７億１千４百万円（前年同期比２．４％

減）、経常利益が７億２千３百万円（前年同期比０．９％減）、四半期純利益は５億４千５百万円（前年同期比４

４．９％増）となりました。なお、四半期純利益の増加には、特別利益として新株予約権戻入益１億８千５百万円

を計上したことが影響しております。 

  

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

① シール製品事業 

シール製品事業につきましては、重化学工業や自動車産業における生産活動の立ち直りを反映し、売上高が７

２億８千４百万円（前年同期比２．０％増）となりましたものの、プロダクトミックスの変化などにより、営業利

益は７億８千４百万円（前年同期比９．０％減）となりました。 

② 機能樹脂製品事業 

機能樹脂製品事業につきましては、主に中国市場における景況悪化の影響を受け、売上高は１８億４千万円

（前年同期比４．５％減）となり、営業損失は４千９百万円（前年同期は営業損失３千８百万円）となりました。

③ 環境関連事業 

環境関連事業につきましては、２０１１年１２月に連結対象とした株式会社フジミファインテクノロジーの事

業を加え、新たなセグメントとして「環境」をキーワードとする事業展開に着手しております。当第１四半期連結

累計期間の売上高は８億８千２百万円（前年同期比６１７．２％増）となり、営業損失は２千万円（前年同期は営

業損失９千万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億８千５百万円減少の４２２億７千４百万

円となりました。主な要因は、現金及び預金等の減少によるものであります。負債は、前連結会計年度末に比べ６

億１千７百万円減少の１６６億２千４百万円となりました。主な要因は、借入金等の減少によるものであります。

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当連結会計年度におけるわが国経済は、震災復興に向けた動きの加速が期待される一方で、電力供給、原材料

価格上昇、為替円高などの要因がマイナスの影響を及ぼすと同時に、製造業の海外生産シフトが進み、回復の重石

となることが懸念されます。 

このような事業環境下において当社グループは、“ＮＶ・Ｓ６”の基本方針として 

  【『Ｔｈｅ ＶＡＬＱＵＡ  ＷＡＹ』を基点とした世界で勝ち抜く「品質」の強化】 

   を掲げ、 

 １．グループ一体経営のさらなる推進とリスクマネージメントの強化 

 ２．外部環境に即応した「選択と集中」による収益の極大化 

 ３．「三現主義」の徹底による成長戦略成果の刈り取り 

 ４．グローバルＣＳＲの推進と差別化につながる人材開発の強化 

   などの諸戦略を着実に具現化し、持続的成長と基盤の強化を図ってまいります。 

以上を踏まえまして、第２四半期連結累計期間ならびに連結会計年度に対する見通しにつきましては、期首の

業績予想を据え置いております。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,520 5,507

受取手形及び売掛金 11,892 12,083

商品及び製品 1,671 1,747

仕掛品 227 185

原材料及び貯蔵品 773 727

その他 1,649 1,834

貸倒引当金 △9 △7

流動資産合計 22,726 22,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,466 5,750

土地 4,055 4,057

その他（純額） 4,653 4,531

有形固定資産合計 14,175 14,339

無形固定資産   

のれん 525 498

その他 448 438

無形固定資産合計 974 936

投資その他の資産   

その他 5,040 4,978

貸倒引当金 △75 △75

投資その他の資産合計 4,964 4,902

固定資産合計 20,114 20,179

繰延資産 19 16

資産合計 42,860 42,274



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,549 5,330

短期借入金 2,753 2,466

1年内返済予定の長期借入金 1,150 1,125

1年内償還予定の社債 60 60

未払法人税等 708 350

賞与引当金 450 215

役員賞与引当金 35 12

その他 1,326 2,127

流動負債合計 12,034 11,688

固定負債   

社債 1,790 1,780

長期借入金 2,276 2,002

退職給付引当金 444 458

負ののれん 22 20

その他 673 674

固定負債合計 5,207 4,936

負債合計 17,241 16,624

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,957 13,957

資本剰余金 4,199 4,199

利益剰余金 7,671 7,873

自己株式 △1,366 △1,366

株主資本合計 24,461 24,663

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 50 △91

為替換算調整勘定 △577 △450

その他の包括利益累計額合計 △527 △542

新株予約権 243 57

少数株主持分 1,441 1,472

純資産合計 25,618 25,650

負債純資産合計 42,860 42,274



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,190 10,008

売上原価 5,742 6,480

売上総利益 3,447 3,528

販売費及び一般管理費 2,715 2,813

営業利益 732 714

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 23 22

設備賃貸料 37 32

持分法による投資利益 6 12

その他 31 25

営業外収益合計 100 95

営業外費用   

支払利息 23 32

設備賃貸費用 33 21

その他 45 33

営業外費用合計 102 86

経常利益 729 723

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 1 －

新株予約権戻入益 － 185

特別利益合計 1 187

特別損失   

固定資産廃棄損 1 3

石綿疾病補償金 － 30

その他 2 0

特別損失合計 4 34

税金等調整前四半期純利益 727 875

法人税、住民税及び事業税 445 362

法人税等調整額 △114 △88

法人税等合計 331 274

少数株主損益調整前四半期純利益 395 601

少数株主利益 18 56

四半期純利益 376 545



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 395 601

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42 △142

為替換算調整勘定 36 132

持分法適用会社に対する持分相当額 1 0

その他の包括利益合計 △3 △9

四半期包括利益 391 592

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 370 530

少数株主に係る四半期包括利益 21 62



 該当事項はありません。 

   

〔セグメント情報〕  

Ⅰ．前第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） 

１．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 

（単位：百万円）

（注）セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と同額となっております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

Ⅱ．当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．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  

（単位：百万円）

（注）セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と同額となっております。 

     

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  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

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結損益

計算書計上額 
（注） 

シール 
製品事業 

機能樹脂
製品事業 

環境関連
事業 

売上高             

外部顧客への売上高  7,138  1,928  123  9,190 -  9,190

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
- - - - - - 

計  7,138  1,928  123  9,190 -  9,190

セグメント利益又は損失(△)  861  △38  △90  732 -  732

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結損益

計算書計上額 
(注) 

シール 
製品事業 

機能樹脂
製品事業 

環境関連
事業 

売上高           

外部顧客への売上高  7,284  1,840  882  10,008 -  10,008

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
- - - - - - 

計  7,284  1,840  882  10,008 -  10,008

セグメント利益又は損失(△)  784  △49  △20  714 -  714

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）生産、受注及び販売の状況 

 ① 生産実績 

（単位：百万円）

 （注）１ 上記の金額は、販売価格によっております。 

    ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

② 仕入実績 

（単位：百万円）

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 受注状況 

（単位：百万円）

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

④ 販売実績 

（単位：百万円）

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

３．補足情報

 セグメントの名称 
前第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)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日) 

増減率(％) 

 シール製品事業   2,858  2,658 △7.0

 機能樹脂製品事業   469  432 △7.9

 環境関連事業  79  774 879.1

  合  計  3,407  3,866  13.5

 セグメントの名称 
前第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)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日) 

増減率(％) 

 シール製品事業   2,594  2,792 7.6

 機能樹脂製品事業   1,081  931 △13.8

 環境関連事業  -  111 -

  合  計  3,676  3,836  4.4

 セグメントの名称 

受注高 受注残高 

前第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)

当第1四半期

連結累計期間 
(自 平成24年４月１日

至 平成24年６月30日)

増減率(％)
前第1四半期 

連結会計期間末 
(平成23年６月30日) 

当第1四半期 
連結会計期間末 
(平成24年６月30日)

増減率(％)

 シール製品事業  7,235  6,878 △4.9  2,713  2,560 △5.6

 機能樹脂製品事業   1,886  2,101 11.4  867  888 2.3

 環境関連事業   121  933 667.4  36  216 497.7

合  計  9,244  9,913  7.2  3,618  3,665  1.3

 セグメントの名称 
前第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)

当第1四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日) 

増減率(％) 

 シール製品事業   7,138  7,284 2.0

 機能樹脂製品事業   1,928  1,840 △4.5

 環境関連事業   123  882 617.2

  合  計  9,190  10,008  8.9



 （２）海外売上高 

前第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） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。  

２ 本国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 ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国・ベトナム 

(2)北米 ・・・・・・ 米国 

(3)その他の地域 ・・ ヨーロッパ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年6月30日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。  

２ 本国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 ・・・・・ 中国・台湾・タイ・シンガポール・韓国・ベトナム 

(2)北米 ・・・・・・ 米国 

(3)その他の地域 ・・ ヨーロッパ 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本国以外の国又は地域に対する売上高であります。 

  

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  1,373  160  32  1,567

Ⅱ 連結売上高(百万円)        9,190

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 14.9  1.8  0.4  17.1

  アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円)  1,802  178  51  2,032

Ⅱ 連結売上高(百万円)        10,008

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 18.0  1.8  0.5  20.3
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