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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 4,944 △6.4 △70 ― △148 ― △105 ―

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

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △243百万円( ― ％) 24年３月期第１四半期 78百万円(△36.6％)

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 △3 99 ―

24年３月期第１四半期 4 03 ―

（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 ％

25年３月期第１四半期 32,660 25,801 79.0

24年３月期 30,434 23,838 78.3

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 25,801百万円 24年３月期 23,838百万円

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

24年３月期 ― 5 00 ― 5 00 10 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 5 00 ― 5 00 10 00

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) 10,700 2.8 40 △67.2 50 △52.6 20 ― 0 76
通期 22,700 11.6 80 ― 110 ― 50 ― 1 90



  

 

 
 （注）詳細は、「添付資料」３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

 
  

  

・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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年３月期１Ｑ 26,687,955株 24年３月期 20,081,955株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 352,883株 24年３月期 352,787株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 26,335,102株 24年３月期１Ｑ 19,729,312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、緩やかな回復を続けているものの、欧州債務問題の

再燃、中国をはじめとする新興国景気の減退や円高の高止まり等により景気の下振れリスクが高まるな

ど、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループにおきましては、伊藤忠商事株式会社との資本・業務提携並びに平成24年度を初年度とす

る３ヵ年の「中期経営計画」に即し、競争力のある新製品の開発や生産技術の改善による収率向上に注力

するとともに、海外売上を拡大すべく積極的な営業活動に努めて参りましたものの、日系ユーザーの競争

力低下の影響を受けて電機・電子用テープの売上が当初予想に比して伸び悩みました。また、大宮営業所

を東京支店に統合し効率化を図るとともに経費の縮減にも努めましたが、石油化学製品を中心とする一部

原材料価格の高止まりの影響もあり、売上の落込みによる利益の減少を経費減でカバーするには至りませ

んでした。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、49億44百万円(前年同期比6.4％減)となりまし

た。また連結経常損失は、１億48百万円(前年は２億13百万円の経常利益)、連結四半期純損失は１億５百

万円(前年は79百万円の四半期純利益)となりました。 

なお、インドネシアに設立した生産子会社は建屋建設と生産設備の据付がほぼ完了し、現在は10月から

の本格生産に備えて現地ワーカーの指導・教育に注力する等、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、製品部門別の売上状

況は以下のとおりです。 

〔梱包・包装用テープ〕 

梱包・包装用テープにつきましては、全般的に荷動きの少ない状態が続いたことに加え、一般業務用は

５月以降売上が低迷いたしました。売上高は９億78百万円（同5.4%減）となりました。 

〔電機・電子用テープ〕 

電機用テープにつきましては、震災以降減少していた工事用がやや復調傾向にある他、自動車生産回復

に伴い自動車関連部品用テープは増加傾向にあります。電子用テープにつきましては、パソコンやデジタ

ル家電向けは依然厳しい環境が続いており、売上は低調に推移いたしました。売上高は、24億27百万円

（同15.3％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、天候不順の影響もあり一般業務用や建築用の動きが鈍く売上は伸び悩み

ました。しかしながら昨年実績が震災の影響で低調であったこともあり、売上高は、15億38百万円（同

11.1％増）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24年４月１日から 平成23年４月１日から

製品部門別
平成24年６月30日まで 平成23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
(56)

19.8
(47)

19.6 △56 △5.4
978 1,034

電機・電子用テープ
(1,325)

49.1
(1,572)

54.2 △438 △15.3
2,427 2,865

産業用テープ
(125)

31.1
(107)

26.2 153 11.1
1,538 1,385

合 計
(1,506)

100.0
(1,726)

100.0 △340 △6.4
4,944 5,284
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当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ7.3％増加し326億60百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ9.9％増加し176億76百万円となりました。これは、主として現金

及び預金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4.2％増加し148億91百万円となりました。これは、主として建設

仮勘定の増加によるものです。 

当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ4.0％増加し68億58百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ7.0％増加し53億77百万円となりました。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5.5％減少し14億81百万円となりました。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8.2％増加し258億１百万円となりました。こ

れは、主に第三者割当増資による資本金、資本剰余金の増加によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、79.0％（前連結会計年度末78.3％）となりました。 

    

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月10日に公表いたしました業績予想に変更はご

ざいません。 

  

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、税引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。 

   

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更に伴う、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与

える影響は軽微であります。 

    

該当事項はありません。 

（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

２．サマリー情報(注記事項)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

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（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 6,081 7,938

受取手形及び売掛金 5,954 5,774

商品及び製品 798 819

仕掛品 1,370 1,311

原材料及び貯蔵品 1,031 1,042

繰延税金資産 212 212

その他 651 587

貸倒引当金 △9 △10

流動資産合計 16,090 17,676

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,524 8,534

減価償却累計額 △5,681 △5,737

建物及び構築物（純額） 2,843 2,796

機械装置及び運搬具 19,513 19,419

減価償却累計額 △16,950 △17,031

機械装置及び運搬具（純額） 2,562 2,388

土地 3,959 3,985

建設仮勘定 2,354 3,155

その他 2,002 2,012

減価償却累計額 △1,905 △1,909

その他（純額） 96 102

有形固定資産合計 11,816 12,429

無形固定資産 53 47

投資その他の資産

投資有価証券 2,157 2,077

繰延税金資産 107 183

その他 158 156

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 2,419 2,414

固定資産合計 14,290 14,891

繰延資産

開業費 53 92

繰延資産合計 53 92

資産合計 30,434 32,660
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(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 3,111 3,377

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 29 28

未払費用 534 757

その他 848 710

流動負債合計 5,027 5,377

固定負債

長期借入金 875 750

繰延税金負債 8 8

退職給付引当金 404 409

資産除去債務 168 168

負ののれん 25 19

その他 86 125

固定負債合計 1,568 1,481

負債合計 6,595 6,858

純資産の部

株主資本

資本金 3,904 5,057

資本剰余金 3,491 4,643

利益剰余金 16,405 16,201

自己株式 △136 △136

株主資本合計 23,664 25,765

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 402 347

為替換算調整勘定 △228 △311

その他の包括利益累計額合計 174 35

純資産合計 23,838 25,801

負債純資産合計 30,434 32,660
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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 5,284 4,944

売上原価 4,042 3,924

売上総利益 1,242 1,019

販売費及び一般管理費 1,038 1,089

営業利益又は営業損失（△） 203 △70

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 31 32

負ののれん償却額 6 6

その他 8 7

営業外収益合計 46 46

営業外費用

支払利息 9 6

為替差損 27 101

その他 0 17

営業外費用合計 36 125

経常利益又は経常損失（△） 213 △148

特別損失

災害による損失 69 －

投資有価証券評価損 17 －

特別損失合計 86 －

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（△）

126 △148

法人税等 46 △43

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（△）

79 △105

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79 △105

㈱寺岡製作所（4987） 平成25年３月期第１四半期決算短信

6



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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

79 △105

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 60 △55

為替換算調整勘定 △60 △82

その他の包括利益合計 △0 △138

四半期包括利益 78 △243

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 78 △243

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。 

  

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）  
  
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。 

  

当社は、平成24年４月４日付で、伊藤忠商事株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。こ

の結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が11億52百万円、資本準備金が11億52百万円増加

し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が50億57百万円、資本剰余金が46億43百万円となって

おります。 

  

  

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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