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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 21,670 3.9 2,163 49.8 2,279 58.9 1,445 32.3
25年3月期第1四半期 20,854 △1.7 1,444 △26.0 1,434 △27.4 1,093 △5.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,797百万円 （51.5％） 25年3月期第1四半期 1,186百万円 （△1.4％）

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

26年3月期第1四半期 75.45 75.09
25年3月期第1四半期 63.63 63.30

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

26年3月期第1四半期 76,710 42,175 54.1 2,165.22
25年3月期 76,570 40,814 52.5 2,095.84
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  41,491百万円 25年3月期  40,162百万円

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  
    26年３月期の期末配当金33円は、創立100周年記念配当金10円を含んでおります。 

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

25年3月期 ― 20.00 ― 23.00 43.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 23.00 ― 33.00 56.00

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）

（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

第2四半期(累計) 43,000 1.9 3,350 11.8 3,450 14.4 2,250 0.7 117.42
通期 89,000 5.0 7,000 18.2 7,250 14.9 4,650 4.2 242.66



(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
四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続を実施中であります。 

※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）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご参照ください。 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 19,267,760 株 25年3月期 19,267,760 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 104,976 株 25年3月期 104,976 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 19,162,784 株 25年3月期1Q 17,180,707 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間の世界経済は、米国では回復基調が続いたものの、新興国の成長減速、欧州での債務

危機問題などの要因により、停滞感が残る展開となりました。一方で国内経済は、政府の景気対策や金融政策の期

待感が高まり、円安が進行するなど景気持ち直しの動きがみられました。 

 このような環境の下、ライフサイエンス事業は売上減少となりましたが、情報電子事業はプロテクトフィルムを

中心に、建築資材事業は建材関連を中心に受注堅調であり、当社グループの売上は前年同期比で増加いたしまし

た。 

 損益面では、グループ全体にわたり、売上増加に伴う採算の改善に加え、高付加価値製品の販売強化と生産効率

の向上に努めたことなどから、前年同期比で増益となりました。 

 その結果、当第１四半期における業績は、売上高216億70百万円（前年同期比3.9％増）、営業利益21億63百万円

（前年同期比49.8％増）、経常利益22億79百万円（前年同期比58.9％増）、四半期純利益14億45百万円（前年同期

比32.3％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

  （ライフサイエンス事業） 

 生活用包装材において、粉末洗剤から液体洗剤への切替わり需要をとらえ拡大してきた詰替用スタンディングパ

ウチは前年比同レベルの売上を確保しましたが、医薬・医療用包装材で前年度に受注を獲得したスポット的な商品

販売が剥落したことや食品用包装材を中心に受注が低迷したことなどから、事業全体の売上は減少する展開となり

ました。 

 この結果、売上高は101億32百万円（前年同期比3.4％減）となりました。 

  

  （情報電子事業） 

 情報記録用材においては、「スマートフォン」、「タブレットＰＣ」向けの受注が堅調であり、売上は増加しま

したが、パソコン市場の低迷により「パソコン」向けが減少しました。剥離フィルムは、業界における一部生産調

整の影響を受けて、売上減少となりました。その一方で、プロテクトフィルムにおいては、前年度第４四半期は生

産調整の影響を受けましたが、今年度に入り受注が回復し、前年同期を大きく上回る売上を確保することができま

した。 

 この結果、売上高は92億88百万円（前年同期比12.1％増）となりました。 

  

  （建築資材事業） 

 建材関連においては、住宅分野への拡販と首都圏再開発物件が好調に推移したことにより、空調用配管並びに集

合住宅向けボイドスラブ（床構造部材）の売上が増加いたしましたが、土木関連においては、トンネル用資材の売

上が低迷いたしました。 

 この結果、売上高は22億49百万円（前年同期比8.3％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金、有価証券が減少したものの、売上債権や有形固

定資産が増加したことなどにより、前年度末に対して１億40百万円増加の767億10百万円となりました。 

 負債につきましては、仕入債務や未払法人税等が減少したことなどにより、前年度末に対して12億20百万円減少

の345億35百万円となりました。 

 純資産は少数株主持分５億81百万円を含めて421億75百万円となり、自己資本比率は54.1％となりました。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 業績予想につきましては、平成25年５月９日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に

変更はありません。 

 尚、平成25年７月12日付の「海外子会社設立に関するお知らせ（開示事項の経過報告）」で公表した台湾子会社

の設立の影響は今回の業績予想に折り込まれております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,368 4,971

受取手形及び売掛金 27,444 27,847

有価証券 2,997 2,199

商品及び製品 2,570 2,430

仕掛品 1,205 1,289

原材料及び貯蔵品 1,577 1,598

繰延税金資産 814 932

その他 469 1,000

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 42,441 42,267

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,536 30,771

減価償却累計額 △15,772 △16,087

建物及び構築物（純額） 14,763 14,684

機械装置及び運搬具 42,638 43,444

減価償却累計額 △34,043 △34,703

機械装置及び運搬具（純額） 8,594 8,740

工具、器具及び備品 4,431 4,473

減価償却累計額 △3,890 △3,955

工具、器具及び備品（純額） 540 518

土地 5,366 5,391

建設仮勘定 624 804

その他 18 18

減価償却累計額 △9 △10

その他（純額） 8 7

有形固定資産合計 29,898 30,147

無形固定資産   

その他 236 240

無形固定資産合計 236 240

投資その他の資産   

投資有価証券 2,862 2,933

繰延税金資産 478 468

その他 722 719

貸倒引当金 △69 △65

投資その他の資産合計 3,994 4,055

固定資産合計 34,128 34,443

資産合計 76,570 76,710
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,402 19,626

短期借入金 784 855

未払金 2,715 3,875

未払法人税等 1,656 986

賞与引当金 1,336 695

役員賞与引当金 101 24

その他 1,583 1,369

流動負債合計 28,579 27,432

固定負債   

長期借入金 2,215 2,144

繰延税金負債 517 572

退職給付引当金 3,066 3,052

役員退職慰労引当金 464 467

その他 912 866

固定負債合計 7,175 7,102

負債合計 35,755 34,535

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,600 6,600

資本剰余金 7,654 7,654

利益剰余金 25,295 26,300

自己株式 △109 △109

株主資本合計 39,441 40,446

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 749 790

為替換算調整勘定 △28 254

その他の包括利益累計額合計 720 1,045

新株予約権 91 101

少数株主持分 561 581

純資産合計 40,814 42,175

負債純資産合計 76,570 76,710
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 20,854 21,670

売上原価 16,433 16,785

売上総利益 4,420 4,885

販売費及び一般管理費 2,976 2,722

営業利益 1,444 2,163

営業外収益   

受取利息 0 3

受取配当金 25 42

為替差益 － 32

その他 50 56

営業外収益合計 76 134

営業外費用   

支払利息 40 6

売上割引 7 7

為替差損 26 －

その他 11 4

営業外費用合計 86 18

経常利益 1,434 2,279

特別利益   

受取保険金 289 70

特別利益合計 289 70

特別損失   

固定資産除却損 10 0

投資有価証券評価損 6 －

その他 0 －

特別損失合計 18 0

税金等調整前四半期純利益 1,705 2,350

法人税、住民税及び事業税 684 968

法人税等調整額 △76 △76

法人税等合計 607 892

少数株主損益調整前四半期純利益 1,098 1,457

少数株主利益 4 11

四半期純利益 1,093 1,445
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（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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,098 1,457

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △67 41

為替換算調整勘定 155 298

その他の包括利益合計 88 340

四半期包括利益 1,186 1,797

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,175 1,770

少数株主に係る四半期包括利益 11 27
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 該当事項はありません。     

   

 該当事項はありません。  

   

Ⅰ 前第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） 

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．売上高の調整額はセグメント間取引消去であります。 

      ２．報告セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しておりま

す。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30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  

（単位：百万円）

（注）１．売上高の調整額はセグメント間取引消去であります。 

   ２．報告セグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。    

   

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  

 報告セグメント   
調整額 

（注）１ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２ 

ライフ 
サイエンス 

情報電子 建築資材 計 

売上高             

外部顧客への売上高  10,489  8,288  2,076  20,854  －  20,854

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 65  202  27  295  △295  －

計  10,554  8,491  2,104  21,150  △295  20,854

セグメント利益又は損

失（△） 
 461  990  △7  1,444  －  1,444

  

 報告セグメント   
調整額 

（注）１ 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２ 

ライフ 
サイエンス 

情報電子 建築資材 計 

売上高             

外部顧客への売上高  10,132  9,288  2,249  21,670  －  21,670

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 62  161  33  258  △258  －

計  10,195  9,449  2,283  21,928  △258  21,670

セグメント利益  530  1,572  60  2,163  －  2,163
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