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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 540,859 9.2 26,519 △11.6 35,202 1.5 22,216 38.7
24年3月期 495,251 △0.7 30,012 △14.6 34,694 7.0 16,016 △4.0

（注）包括利益 25年3月期 51,171百万円 （301.3％） 24年3月期 12,752百万円 （28.4％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 129.06 ― 8.2 6.2 4.9
24年3月期 93.22 ― 6.5 6.6 6.1

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  3,146百万円 24年3月期  3,336百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 601,958 320,217 48.8 1,702.96
24年3月期 529,431 272,174 47.2 1,453.37

（参考） 自己資本   25年3月期  293,458百万円 24年3月期  249,969百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 35,740 △53,395 4,644 65,266
24年3月期 32,026 △28,826 △12,640 74,806

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 2,595 16.1 1.0
25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 3,461 15.5 1.3
26年3月期(予想) ― 10.00 ― 10.00 20.00 18.5

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 259,000 △0.7 5,800 △59.0 7,000 △50.9 3,800 △53.6 22.08
通期 580,000 7.2 29,700 12.0 32,600 △7.4 18,600 △16.3 108.05



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 173,138,537 株 24年3月期 173,138,537 株
② 期末自己株式数 25年3月期 815,921 株 24年3月期 1,145,524 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 172,140,252 株 24年3月期 171,820,378 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 228,327 0.2 11,468 △24.4 13,088 △23.0 △6,650 ―
24年3月期 227,822 △0.4 15,171 26.1 16,987 29.4 9,586 17.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 △38.60 ―
24年3月期 55.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 283,215 132,049 46.6 765.64
24年3月期 301,946 134,872 44.7 783.51

（参考） 自己資本 25年3月期  132,049百万円 24年3月期  134,872百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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仮定等に
ついては、添付資料Ｐ．２ 「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」 をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、期初は復興需要およびエコカー補助金等の政策効果により堅調でした

が、円高の長期化による輸出の落ち込み、および日中関係の悪化等が重なり景気は後退しました。しかし、期末にか

けて、円安の急速な進行や政府の経済対策への期待を背景とした景況感の改善等、明るい兆しも見られました。 

  

自動車業界は、上期はエコカー補助金や新車投入効果による需要喚起により堅調に推移しました。しかし、下期

に入り、エコカー補助金終了による反動で国内新車需要が減少するとともに、日中関係悪化等の影響を受けて中国で

の日系車の需要が減少しました。一方で、北米や東南アジアでの需要は、通期で好調に推移しました。 

電子機器業界は、スマートフォンやタブレット端末の出荷が好調に推移しましたが、これらの機器への需要移行

により、パソコンやハードディスクドライブ、コンパクトデジタルカメラの需要は落ち込みました。 

 事務機業界は、プリンターおよび複写機ともに、国内外での需要が伸び悩みました。 

  

このような環境の中、当社のセグメント別の業績は以下のとおりです。 

  

シール事業におきましては、自動車向けについては、上期は堅調に推移したものの、下期は日中関係の悪化によ

り中国での日系車メーカー向け販売が減少し、また、エコカー補助金終了に伴う新車需要の低下により国内販売が減

少しました。一方、北米や東南アジアでの好調な自動車生産に支えられて、通期での販売は増加しました。一般産業

機械向けについては、中国市場を中心とした建設機械の大幅な需要落ち込みが継続し、販売が減少しました。 

その結果、売上高は2,579億７千４百万円（前年同期比0.5%の減収）となりました。営業利益は、新興国における

人件費等の経費増加により、211億１千９百万円（前年同期比19.7%の減益）となりました。 

  

 電子機器部品事業におきましては、スマートフォンやタブレット端末の需要が好調であったこと、およびデジタル

一眼レフカメラの需要が堅調であったことから販売は増加しました。 

その結果、売上高は2,444億１千９百万円（前年同期比25.9%の増収）となりました。営業利益は、販売の増加お

よび為替影響等増益要因があったものの、新規量産立ち上げ時の歩留り改善遅れおよび管理費等が増加したことによ

り、48億２千５百万円（前年同期比32.8%の増益）に留まりました。 

  

ロール事業におきましては、プリンター・複写機の国内外での需要の伸び悩み、および高耐久化による補修部品

需要の落ち込みにより、販売は減少しました。 

その結果、売上高は267億３千９百万円（前年同期比8.1%の減収）となりました。営業損失は、経費等の抑制によ

り、１千２百万円（前期は７億７千５百万円の営業損失）となりました。 

なお、事業の再生を図るため、子会社における希望退職の募集を実施し、経営の抜本的な改善および業績の早期

回復に取り組んでおります。 

  

  特殊潤滑剤等のその他事業では、売上高は117億２千６百万円（前年同期比9.0%の減収）となりました。営業利益

は５億５千９百万円（前年同期比35.6%の減益）となりました。 

  

  以上の結果、当社グループの業績は、売上高は5,408億５千９百万円（前年同期比9.2%の増収）となりました。営

業利益は265億１千９百万円（前年同期比11.6%の減益）、経常利益は352億２百万円（前年同期比1.5%の増益）、当

期純利益は222億１千６百万円（前年同期比38.7%の増益）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は、6,019億５千８百万円となり、前連結会計年度末対比で725億２千６百万円の増加

となりました。これは主に、前年第４四半期対比で売上が増加したことにより売上債権が増加したこと、設備投資に

よる有形固定資産の取得、及び株式市況の回復に伴う投資有価証券の時価評価の影響等によるものです。 

負債合計は、2,817億４千万円となり、前連結会計年度末対比244億８千４百万円の増加となりました。これは主

に、借入金の増加によるものです。 

純資産は、3,202億１千７百万円となり、前連結会計年度末対比480億４千２百万円の増加となりました。これは主

に、為替換算調整勘定の増加と、当期純利益の計上により利益剰余金が増加したことによるものです。 

  

 ② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）の残高は、前連結会計年度末に比べ95億４千万円

減少し652億６千６百万円となりました。当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動の結果、得られた資金は、357億４千万円（前年同期比11.6％の増加）となりました。税金等調整前当期

純利益は減少しましたが、前年対比で売上債権とたな卸資産の増加額が減少したことにより、得られた資金は、前連

結会計年度より増加しました。 

 〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動の結果、使用した資金は、533億９千５百万円（前年同期比85.2％の増加）となりました。これは主とし

て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〕 

財務活動の結果、得られた資金は、46億４千４百万円（前年同期は126億４千万円の支出）となりました。これは

主として借入金の増加によるものです。 

  

 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％）  44.4  43.0  45.9  47.2  48.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 28.4  44.1  48.1  58.5  38.6

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 4.8  4.5  2.1  3.5  3.6

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 11.2  8.8  17.1  11.9  12.9
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

株主の皆様への利益配当金につきましては、基本的には中・長期的な業績に対応して、一定水準の安定した配当を続

けていくことが大切であると考えております。一方では、将来の事業展開や財務体質強化のために、相当額の内部留保

の確保といった観点も重要であり、これらを総合勘案して決定していきたいと考えております。 

当期の配当につきましては、上記利益配当金の基本方針と当期純利益の水準を併せて総合的に勘案しました結果、一

株当たり20円（中間10円、期末10円）とさせていただく予定です。 

また、次期の配当金につきましては、上記方針および次期業績予想に基づき、一株当たり20円（中間10円、期末10

円）とすることを予定しております。 
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（１）経営の基本方針 

企業は株主・従業員・社会の三者の共有物である、というのがＮＯＫグループの基本的考え方であります。これ

に顧客・仕入先・金融機関等を加えた利害関係者、いわゆるステイクホルダーのすべてが誇りを持てる企業、それが

ＮＯＫグループの目指すべき姿と考えております。そのためには、「技術に裏打ちされた独自性ある、かつ社会に有

用な商品を世界中で安く作り、適正価格で売る」ことにより高い収益力を持つ強い企業集団を作り上げることが重要

であると考え、この方針に基づき事業経営を展開しております。 

  

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

  今後の当社グループを取り巻く経営環境につきましては、政府の経済政策の効果の実現性・欧州各国の財政問題の

長期化・中国の持続的な経済成長といった不確実な要素があり、予断を許さない状況であります。 

  

  シール事業では、顧客の海外生産化に対応し、当社も積極的に海外展開をしてまいりましたが、中国・東南アジア

での人件費の上昇、国内生産の空洞化、および海外の競合他社との競争の激化等が課題となっております。これら

に対応すべく、最適地生産・地産地消の考え方に基づき、生産体制の効率化に取り組んでまいります。 

  電子機器部品事業では、競争の激化による製品販売価格の下落や、需要増減の振幅の拡大等が課題となっておりま

す。これらに対応するため、新規量産立ち上げ時の歩留り向上や、これまで事業拡大を牽引していたスマートフォ

ン向けに加え、タブレット端末における用途拡大等をさらに進めてまいります。 

  ロール事業では、平成19年に事業を発足しましたが、その後の事務機の技術進展や高耐久化による補修部品市場の

縮小といった環境変化により、販売が低迷しています。この難局を乗り切るため、組織のスリム化・効率化を一層

すすめ、営業・生産・技術一体となって拡販に取り組むことで、ロール事業の再生を図ってまいります。 

  

このような課題に対処するとともに、新製品・新規用途の開発に力を入れ、10年後を見据えて当社グループが持

続的に成長発展していけるよう、全社一丸となって邁進、努力していく所存であります。 

  

〔スローガン〕 

「持続性ある成長への基礎固め」 

－１０年後の繁栄を期して  

  

〔方針〕 

１．グローバル経営力の向上 

２．人材の育成 

３．生産力の強化 

４．ダントツな品質力の実現 

５．１０年後に花開く新商品ネタの種まき 

  

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 75,545 65,342 

受取手形及び売掛金 137,023 163,807 

商品及び製品 21,096 21,657 

仕掛品 24,964 25,470 

原材料及び貯蔵品 12,761 17,397 

繰延税金資産 4,575 4,850 

その他 13,631 11,676 

貸倒引当金 △800 △751 

流動資産合計 288,798 309,451 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 131,260 140,801 

減価償却累計額 △69,936 △74,363 

建物及び構築物（純額） 61,324 66,438 

機械装置及び運搬具 230,139 255,661 

減価償却累計額 △173,268 △185,314 

機械装置及び運搬具（純額） 56,871 70,347 

工具、器具及び備品 55,615 60,553 

減価償却累計額 △47,601 △48,524 

工具、器具及び備品（純額） 8,014 12,029 

土地 17,745 18,238 

リース資産 2,232 2,073 

減価償却累計額 △959 △997 

リース資産（純額） 1,272 1,076 

建設仮勘定 4,181 12,338 

有形固定資産合計 149,410 180,469 

無形固定資産   

のれん 102 73 

その他 1,543 1,403 

無形固定資産合計 1,645 1,477 

投資その他の資産   

投資有価証券 66,534 85,144 

従業員に対する長期貸付金 6,683 5,987 

繰延税金資産 1,787 2,849 

その他 14,889 16,868 

貸倒引当金 △319 △289 

投資その他の資産合計 89,576 110,560 

固定資産合計 240,633 292,507 

資産合計 529,431 601,958 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 51,847 61,251 

短期借入金 56,061 81,541 

未払法人税等 6,019 3,605 

賞与引当金 8,192 8,150 

事業構造改善引当金 － 1,503 

災害損失引当金 1,138 － 

従業員預り金 16,173 16,023 

その他 29,291 29,906 

流動負債合計 168,723 201,982 

固定負債   

長期借入金 39,920 29,304 

退職給付引当金 44,023 43,362 

その他 4,588 7,091 

固定負債合計 88,532 79,758 

負債合計 257,256 281,740 

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,335 23,335 

資本剰余金 22,450 22,450 

利益剰余金 220,432 239,637 

自己株式 △1,417 △997 

株主資本合計 264,801 284,425 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,332 22,865 

為替換算調整勘定 △31,164 △13,832 

その他の包括利益累計額合計 △14,831 9,032 

少数株主持分 22,205 26,758 

純資産合計 272,174 320,217 

負債純資産合計 529,431 601,958 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 495,251 540,859 

売上原価 402,607 449,525 

売上総利益 92,643 91,333 

販売費及び一般管理費 62,630 64,814 

営業利益 30,012 26,519 

営業外収益   

受取利息 487 347 

受取配当金 744 962 

為替差益 924 5,025 

持分法による投資利益 3,336 3,146 

受取賃貸料 971 944 

その他 1,586 1,447 

営業外収益合計 8,051 11,874 

営業外費用   

支払利息 2,743 2,729 

その他 626 462 

営業外費用合計 3,369 3,191 

経常利益 34,694 35,202 

特別利益   

固定資産売却益 740 637 

受取保険金 1,500 2,541 

その他 397 386 

特別利益合計 2,637 3,565 

特別損失   

固定資産除売却損 536 963 

事業構造改善費用 － 4,052 

その他 3,002 886 

特別損失合計 3,538 5,902 

税金等調整前当期純利益 33,793 32,865 

法人税、住民税及び事業税 9,989 10,177 

法人税等調整額 5,223 △2,272 

法人税等合計 15,212 7,905 

少数株主損益調整前当期純利益 18,580 24,959 

少数株主利益 2,564 2,743 

当期純利益 16,016 22,216 
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 連結包括利益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 18,580 24,959 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,098 6,494 

為替換算調整勘定 △7,414 16,489 

持分法適用会社に対する持分相当額 △511 3,226 

その他の包括利益合計 △5,828 26,211 

包括利益 12,752 51,171 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 10,969 46,080 

少数株主に係る包括利益 1,783 5,090 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 23,335 23,335 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 23,335 23,335 

資本剰余金   

当期首残高 22,450 22,450 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 22,450 22,450 

利益剰余金   

当期首残高 206,956 220,432 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,576 △3,011 

当期純利益 16,016 22,216 

持分法適用会社の連結範囲変動に伴う増減 35 － 

当期変動額合計 13,475 19,204 

当期末残高 220,432 239,637 

自己株式   

当期首残高 △1,845 △1,417 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 428 419 

当期変動額合計 428 419 

当期末残高 △1,417 △997 

株主資本合計   

当期首残高 250,897 264,801 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,576 △3,011 

当期純利益 16,016 22,216 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 428 419 

持分法適用会社の連結範囲変動に伴う増減 35 － 

当期変動額合計 13,903 19,624 

当期末残高 264,801 284,425 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 14,228 16,332 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,104 6,532 

当期変動額合計 2,104 6,532 

当期末残高 16,332 22,865 

為替換算調整勘定   

当期首残高 △24,012 △31,164 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,152 17,332 

当期変動額合計 △7,152 17,332 

当期末残高 △31,164 △13,832 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △9,784 △14,831 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,047 23,864 

当期変動額合計 △5,047 23,864 

当期末残高 △14,831 9,032 

少数株主持分   

当期首残高 21,371 22,205 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 834 4,553 

当期変動額合計 834 4,553 

当期末残高 22,205 26,758 

純資産合計   

当期首残高 262,484 272,174 

当期変動額   

剰余金の配当 △2,576 △3,011 

当期純利益 16,016 22,216 

自己株式の取得 △0 △0 

自己株式の処分 428 419 

持分法適用会社の連結範囲変動に伴う増減 35 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,213 28,418 

当期変動額合計 9,690 48,042 

当期末残高 272,174 320,217 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 33,793 32,865 

減価償却費 31,126 32,126 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 △84 

賞与引当金の増減額（△は減少） △290 △125 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,180 △1,140 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △346 1,503 

受取利息及び受取配当金 △1,232 △1,310 

支払利息 2,743 2,729 

為替差損益（△は益） △280 △626 

持分法による投資損益（△は益） △3,336 △3,146 

受取保険金 △1,500 △2,541 

有形固定資産除売却損益（△は益） △132 368 

売上債権の増減額（△は増加） △16,833 △11,475 

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,015 △903 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,105 △3,415 

その他 △1,120 2,831 

小計 41,459 47,655 

利息及び配当金の受取額 1,642 1,700 

利息の支払額 △2,697 △2,775 

保険金の受取額 1,500 2,541 

法人税等の支払額 △9,877 △13,381 

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,026 35,740 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △259 672 

投資有価証券の取得による支出 △4,324 △3,757 

有形固定資産の取得による支出 △24,818 △51,736 

有形固定資産の売却による収入 1,283 1,707 

無形固定資産の取得による支出 △687 △91 

その他 △20 △190 

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,826 △53,395 

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） 10,790 20,047 

長期借入れによる収入 952 8,507 

長期借入金の返済による支出 △20,395 △19,870 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,115 △973 

配当金の支払額 △2,573 △3,001 

少数株主への配当金の支払額 △727 △484 

その他 428 419 

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,640 4,644 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,958 3,470 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,398 △9,540 

現金及び現金同等物の期首残高 86,205 74,806 

現金及び現金同等物の期末残高 74,806 65,266 
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31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）１．調整額は以下のとおりであります。  

（１）セグメント利益の調整額△８百万円は、セグメント間取引消去であります。 

（２）セグメント資産の調整額95,254百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産101,284百

万円、セグメント間の債権債務の相殺消去△6,030百万円が含まれております。 

   ２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。 

  

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（追加情報）

（セグメント情報）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注１） 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注２） シール事業 

電子機器 
部品事業 

ロール事業 その他事業 

売上高                                          

外部顧客への売上高  259,143  194,112  29,102  12,892  495,251  －  495,251

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,273  10  －  719  4,003  △4,003  －

計  262,416  194,123  29,102  13,611  499,254  △4,003  495,251

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 26,294  3,633  △775  868  30,021  △8  30,012

セグメント資産  230,966  171,887  23,101  8,220  434,176  95,254  529,431

その他の項目                                          

減価償却費  18,402  11,339  1,242  143  31,126  －  31,126

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 16,099  10,012  839  207  27,158  －  27,158
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Ⅱ 当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25年３月31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）１．調整額は以下のとおりであります。  

（１）セグメント利益の調整額28百万円は、セグメント間取引消去であります。 

（２）セグメント資産の調整額95,423百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産101,098百

万円、セグメント間の債権債務の相殺消去△5,675百万円が含まれております。 

   ２．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。 

  

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注１） 

連結 
財務諸表 
計上額 
（注２） シール事業 

電子機器 
部品事業 

ロール事業 その他事業 

売上高                                          

外部顧客への売上高  257,974  244,419  26,739  11,726  540,859  －  540,859

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 3,701  130  1  642  4,476  △4,476  －

計  261,675  244,550  26,740  12,368  545,335  △4,476  540,859

セグメント利益又はセ

グメント損失（△） 
 21,119  4,825  △12  559  26,491  28  26,519

セグメント資産  263,700  229,243  5,603  7,987  506,534  95,423  601,958

その他の項目                                          

減価償却費  18,142  12,765  1,039  177  32,126  －  32,126

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
 24,495  27,957  159  189  52,802  －  52,802
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（注）１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

３. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

４. 「期末株式数」及び「期中平均株式数」は、従業員持株ＥＳＯＰ信託口が所有する連結財務諸表提出会社株式

を控除しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,453.37 円 1,702.96

１株当たり当期純利益金額 円 93.22 円 129.06

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円）  272,174  320,217

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）  22,205  26,758

（うち少数株主持分）  (22,205)  (26,758)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  249,969  293,458

期末株式数（千株）  171,993  172,322

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益（百万円）  16,016  22,216

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  16,016  22,216

期中平均株式数（千株）  171,820  172,140

（重要な後発事象）
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