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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第110期

第２四半期
連結累計期間

第111期
第２四半期
連結累計期間

第110期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (百万円) 19,418 18,991 40,225

経常利益 (百万円) 632 753 1,858

四半期(当期)純利益 (百万円) 365 485 989

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 448 513 1,099

純資産額 (百万円) 24,992 25,476 25,548

総資産額 (百万円) 45,823 47,247 47,213

１株当たり四半期(当期)純利益
金額

(円) 8.81 11.72 23.87

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 54.5 53.9 54.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,044 1,169 2,666

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △701 △752 △1,242

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △363 △361 △469

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 9,860 10,893 10,832
 

　

回次
第110期

第２四半期
連結会計期間

第111期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日

自 平成26年７月１日
至 平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 3.81 7.64
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期(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 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当グループが判断したものであります。

 

(1) 経営成績

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策の推進により、企業業績や雇

用情勢に改善が見られるなど緩やかな景気回復基調にありますが、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要反動の長

期化、円安による原材料価格の上昇など、当社事業を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況で推移いたしまし

た。

このような経済情勢のなか、当グループでは中長期経営計画「ＮＢ１００」における中盤３ヶ年計画「Stage2」

を推進しております。収益基盤を確かなものとする取り組みとともに将来に向けた新たな「成長戦略」を進めるに

当たり、当第２四半期連結累計期間は、３つのテーマ「大型開発品の創出」「大型設備投資の着手」「海外新規市

場の開拓」に積極的に取り組んでまいりました。

その結果、売上高は189億９千１百万円（前年同期比2.2％減）、経常利益は７億５千３百万円（前年同期比

19.0％増）、四半期純利益は４億８千５百万円（前年同期比33.1％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。
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メディカル事業本部

(ヘルスケアフィールド)

ドラッグストアを中心とした大衆薬市場におきましては、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動も発生い

たしましたが、鎮痛消炎剤「ロイヒ」シリーズに新製品冷感タイプ「ロイヒつぼ膏
※
クール」を新たに加え、救急

絆創膏「ケアリーヴ
※
」シリーズのテレビＣＭ実施など、積極的な販促活動を展開いたしました結果、売上は順調

に推移いたしました。

(医療材フィールド)

医療機関向け医療材料市場におきましては、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動影響もありましたが、

感染予防と安全な医療に貢献する極低刺激サージカルテープ「スキナゲート
※
スパット」や高機能ドレッシング製

品「カテリープラス
※
」の普及を継続して行いました結果、採用も拡大し、売上は堅調に推移いたしました。

 

以上の結果、ヘルスケアフィールドと医療材フィールドを合わせましたメディカル事業本部全体の売上高は69

億７千４百万円（前年同期比2.4％増）、営業利益は13億７千６百万円（前年同期比22.2％増）となりました。

 

テープ事業本部

(オフィスホームフィールド)

文具事務用品業界におきましては、パーソナル向け需要をターゲットとして、新製品「セロテープ
※
ペンギン

カッター」や「布粘着テープ　ディズニー」、「クラフトテープ　ディズニー」のシリーズ展開を進め、新規売

上の創出を図ってまいりましたが、「セロテープ
※
」や両面テープ「ナイスタック

※
」をはじめとするオフィス需

要の主力製品群が、消費税増税の反動影響を大きく受け、非常に厳しい結果となりました。

(工業品フィールド)

産業用テープ市場では、食品関連分野とマスキング分野での拡大に向け需要家への製品提案営業活動を継続い

たしましたが、販売先業界の景気回復は緩慢であり、売上げも伸び悩みました。また、包装用の主力製品である

「セロテープ
※
」、「クラフト粘着テープ」の利益性改善の取り組みを進めてまいりましたが、消費税増税の反動

影響を受けて売上が厳しい結果となり、利益性改善効果を十分に発揮することができませんでした。

　

以上の結果、オフィスホームフィールドと工業品フィールドを合わせましたテープ事業本部全体の売上高は120

億１千６百万円（前年同期比4.7％減）、営業利益は６億３千６百万円（前年同期比18.7％減）となりました。

 

また海外輸出におきましては、当第２四半期連結会計期間に事業所展開いたしましたタイ国のバンコク駐在員

事務所を基点に、アジア圏市場へのマーケティング活動を本格的に開始してメディカル事業製品を中心に販売

チャネルの構築を図ってまいりました。円安による後押しとアジアでの需要回復により、救急絆創膏「ケアリー

ヴ
※
」は売上増加を継続し、他諸外国への医療機関向け製品販売の取り組みにも成果が現れつつあります。

 

(注) １．事業の状況(キャッシュ・フローの状況を除く)に記載しております金額には消費税等が含まれておりませ

ん。

２．
※
は登録商標を示しております。
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(2) 財政状態

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権は減少しましたが、たな卸資産や固定資産が増加したこと等

により、前連結会計年度末に比べ３千３百万円増加し、472億４千７百万円となりました。また純資産は７千２百

万円減少し、254億７千６百万円になりました。この結果、自己資本比率は53.9％となりました。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ６千万円（0.6%）増加し、108億９千３百万円となりました。

(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、前第２四半期連結累計期間に比べ１億２千４百万円（11.9%）増加し、11億６

千９百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が増加し、減価償却費と法人税等の支払額が減少

したことによるものです。

(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、前第２四半期連結累計期間に比べ５千万円（7.2%）増加し、７億５千２百万円

となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が増加したことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、前第２四半期連結累計期間に比べ１百万円（0.5%）減少し、３億６千１百万円

となりました。これは主にリース債務の返済による支出が減少したことによるものです。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、４億９千７百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

国内経済は諸政策により、景気回復の加速化が期待されてはおりますが、海外景気の下振れによる我が国の景気

へのリスク波及や消費税率引き上げ後の消費マインドの沈静化、円安の継続による製品原材料コストの負荷の継続

など、当社を取り巻く環境は予断を許さない状況であります。

このような状況のなか、当グループは、平成30年に迎える「創立100周年」に向けた中長期経営計画「ＮＢ１０

０」の３つの戦略フレームである「企業品質向上」「基盤効率化・安定化」「成長追求」を推進しております。ま

た、当連結会計年度の取り組みとしては、「大型開発品の創出」「大型設備投資の着手」「海外新規市場の開拓」

を継続して実行してまいります。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 140,000,000

計 140,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 41,476,012 41,476,012
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
1,000株

計 41,476,012 41,476,012 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年７月１日～
平成26年９月30日

― 41,476,012 ― 5,451 ― 4,186
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(6) 【大株主の状況】

平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

大鵬薬品工業㈱ 東京都千代田区神田錦町１－27 13,516 32.59

ニチバン取引先持株会 東京都文京区関口２－３－３ 2,668 6.43

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 2,069 4.99

㈱みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 2,069 4.99

日本トラスティ・サービス信託
銀行㈱（信託口）

東京都中央区晴海１－８－11 1,437 3.46

あいおいニッセイ同和損害保険
㈱

東京都渋谷区恵比寿１－28－１ 1,080 2.60

日本マスタートラスト信託銀行
㈱（信託口）

東京都港区浜松町２－11－３ 985 2.37

クレディ・スイス・セキュリ
ティーズ (ヨーロッパ) リミ
テッド ピービー
オムニバス クライアント アカ
ウント
（常任代理人　クレディ・スイ
ス証券㈱）

One Cabot Square London, E14 4QJ
United Kingdom
（東京都港区六本木１-６-１ 泉ガーデン
タワー）

980 2.36

シービーエヌワイ デイエフエイ
インターナショナル スモール
キャップ バリュー ポートフォ
リオ
（常任代理人　シティバンク銀
行㈱）

388 GREENWICH STREET,NY,NY 10013, USA
（東京都新宿区新宿６-27-30）

627 1.51

㈱りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 577 1.39

計 ― 26,008 62.71
 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 25,000 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

41,402,000
41,402 ―

単元未満株式 普通株式 49,012 ― ―

発行済株式総数 41,476,012 ― ―

総株主の議決権 ― 41,402 ―
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② 【自己株式等】

  平成26年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ニチバン株式会社

東京都文京区関口
二丁目３番３号

25,000 ― 25,000 0.1

計 ― 25,000 ― 25,000 0.1
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、清明監査法人により四半期レビューを受けております。
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１ 【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26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,610 10,672

  受取手形及び売掛金 12,656 11,848

  有価証券 506 507

  商品及び製品 2,997 3,391

  仕掛品 1,372 1,413

  原材料及び貯蔵品 1,233 1,227

  その他 796 853

  貸倒引当金 △1 △3

  流動資産合計 30,172 29,910

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,299 5,317

   機械装置及び運搬具（純額） 3,651 4,386

   その他（純額） 4,043 3,439

   有形固定資産合計 12,994 13,143

  無形固定資産 207 179

  投資その他の資産 3,839 ※  4,013

  固定資産合計 17,041 17,336

 資産合計 47,213 47,247

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,702 7,385

  未払法人税等 254 291

  役員賞与引当金 73 29

  その他 4,915 5,167

  流動負債合計 12,945 12,873

 固定負債   

  長期借入金 2,000 2,000

  役員退職慰労引当金 78 54

  退職給付に係る負債 2,958 3,254

  長期預り保証金 3,016 3,015

  資産除去債務 91 79

  その他 575 493

  固定負債合計 8,719 8,897

 負債合計 21,665 21,771
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 5,451 5,451

  資本剰余金 4,186 4,186

  利益剰余金 15,945 15,845

  自己株式 △8 △8

  株主資本合計 25,575 25,475

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 143 148

  為替換算調整勘定 △76 △90

  退職給付に係る調整累計額 △94 △57

  その他の包括利益累計額合計 △27 0

 純資産合計 25,548 25,476

負債純資産合計 47,213 47,247
 

 

EDINET提出書類

ニチバン株式会社(E01000)

四半期報告書

11/21



(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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 19,418 18,991

売上原価 13,997 13,535

売上総利益 5,420 5,455

販売費及び一般管理費 ※  4,800 ※  4,718

営業利益 620 737

営業外収益   

 受取利息 10 6

 受取配当金 6 7

 持分法による投資利益 37 42

 その他 25 29

 営業外収益合計 80 84

営業外費用   

 支払利息 23 24

 支払手数料 31 31

 その他 12 13

 営業外費用合計 67 68

経常利益 632 753

特別利益   

 固定資産売却益 0 31

 特別利益合計 0 31

特別損失   

 固定資産除売却損 45 22

 特別損失合計 45 22

税金等調整前四半期純利益 587 762

法人税等 222 276

少数株主損益調整前四半期純利益 365 485

四半期純利益 365 485
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 365 485

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 15 4

 退職給付に係る調整額 - 36

 持分法適用会社に対する持分相当額 68 △13

 その他の包括利益合計 83 27

四半期包括利益 448 513

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 448 513
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 587 762

 減価償却費 866 673

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 10

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23 △23

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △185 -

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - △166

 受取利息及び受取配当金 △17 △13

 支払利息 23 24

 有形固定資産除売却損益（△は益） 39 △9

 売上債権の増減額（△は増加） 690 807

 たな卸資産の増減額（△は増加） △459 △428

 仕入債務の増減額（△は減少） △110 △316

 その他 △39 74

 小計 1,371 1,395

 利息及び配当金の受取額 17 13

 利息の支払額 △23 △24

 法人税等の支払額 △320 △215

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,044 1,169

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △318 △178

 定期預金の払戻による収入 318 177

 有形固定資産の取得による支出 △691 △786

 有形固定資産の売却による収入 0 49

 投資有価証券の取得による支出 △0 △0

 投資有価証券の売却による収入 2 -

 その他 △12 △13

 投資活動によるキャッシュ・フロー △701 △752

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △248 △248

 その他 △115 △112

 財務活動によるキャッシュ・フロー △363 △361

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19 60

現金及び現金同等物の期首残高 9,879 10,832

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  9,860 ※  10,893
 

EDINET提出書類

ニチバン株式会社(E01000)

四半期報告書

14/21



【注記事項】

(会計方針の変更等)

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎と

なる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見

込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が519百万円増加し、利益剰余金が336百万

円減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

それぞれ11百万円減少しております。

 
（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）

当社及び連結子会社は、有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法については、主として定率法(但し、

建物附属設備を除く平成10年４月１日以降に取得した建物については定額法)を採用しておりましたが、第１四半

期連結会計期間より定額法に変更しております。

当社及び連結子会社においては、中長期経営計画の戦略に掲げている大型新製品の投入及び設備投資を積極的

に実施し、企業基盤効率化、安定化に取り組んでまいりました。この結果、当社及び連結子会社の主要な製造設

備について、より長期的かつ安定的な稼動が今後、見込まれる状況にあります。

このような状況の中、当社及び連結子会社の減価償却方法を見直した結果、減価償却費の期間配分を平準化で

きる定額法の方が、当社及び連結子会社の経営の実態をより適切に表しているものと判断し、減価償却方法を定

額法に変更することが、合理的であると判断いたしました。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が195百万円増加し、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ196百万円増加しております。

 
(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第２四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。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

投資その他の資産 ―百万円 △8百万円
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(四半期連結損益計算書関係)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

給料及び手当 1,142百万円 1,139百万円

従業員賞与 400 386 

退職給付費用 151 151 

貸倒引当金繰入額 0 10 

役員賞与引当金繰入額 36 29 

役員退職慰労引当金繰入額 7 6 
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

現金及び預金勘定 9,633百万円 10,672百万円

有価証券勘定 506 507

預入期間が３か月を超える定期預
金

△279 △285

現金及び現金同等物 9,860 10,893
 

 

(株主資本等関係)

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日)

 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 248 6 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金
 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日)

 配当金支払額

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月25日
定時株主総会

普通株式 248 6 平成26年３月31日 平成26年６月26日 利益剰余金
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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

 

報告セグメント
調整額
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額　
(百万円)

メディカル
事業本部
(百万円)

テープ
事業本部
(百万円)

合計
（百万円）

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 6,814 12,604 19,418 ― 19,418

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

38 38 76 △76 ―

計 6,852 12,642 19,495 △76 19,418

セグメント利益 1,126 782 1,908 △1,288 620
 

(注) １．セグメント利益の調整額1,288百万円には、セグメント間取引消去76百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用1,211百万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

理費であります。

２．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。

 

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２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９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

 

報告セグメント
調整額
(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額　
(百万円)

メディカル
事業本部
(百万円)

テープ
事業本部
(百万円)

合計
（百万円）

売上高      

(1) 外部顧客に対する売上高 6,974 12,016 18,991 ― 18,991

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

38 30 69 △69 ―

計 7,013 12,047 19,060 △69 18,991

セグメント利益 1,376 636 2,012 △1,275 737
 

(注) １．セグメント利益の調整額1,275百万円には、セグメント間取引消去69百万円及び各報告セグメントに配分し

ていない全社費用1,206百万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

理費であります。

２．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。

 

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。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　　(会計方針の変更)

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を変更し

たことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「メディカル事業本部」のセグメント利

益が３百万円減少し、「テープ事業本部」のセグメント利益が５百万円減少しております。また、「調整額」に

含まれる各報告セグメントに配分していない全社費用が３百万円増加しております。

　　(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)
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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に記載のとおり、従来、当社及び連結子会社

は、一部の有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法について定率法を採用しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より定額法に変更いたしました。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の「メディカル事業本部」のセグメント利

益が71百万円増加し、「テープ事業本部」のセグメント利益が104百万円増加しております。また、「調整額」に

含まれる各報告セグメントに配分していない全社費用が19百万円減少しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 8円81銭 11円72銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(百万円) 365 485

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 365 485

   普通株式の期中平均株式数(千株) 41,450 41,450
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年11月13日

ニチバン株式会社

取締役会 御中

 

清明監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   今   村         了   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   今   村         敬   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているニチバン株式会

社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ニチバン株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

強調事項

会計方針の変更等に記載されているとおり、会社及び連結子会社の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方

法は、従来、主として定率法を採用していたが、第１四半期連結会計期間より定額法へ変更している。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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