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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 29,596 ― 1,068 ― 1,076 ― 586 ―

20年3月期第3四半期 30,513 2.5 1,058 △3.2 1,137 0.1 659 △2.9

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

21年3月期第3四半期 14.15 ―

20年3月期第3四半期 15.90 ―

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

21年3月期第3四半期 45,057 22,057 49.0 532.00
20年3月期 44,852 21,941 48.9 529.20

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  22,057百万円 20年3月期  21,941百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 39,300 △3.1 1,200 △20.5 1,250 △22.4 670 △26.3 16.16

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に発表いたしました業績予想数値を今回上記のとおり変更しております。 
２．上記予想は本資料の作成時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
上記の業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い、四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  41,476,012株 20年3月期  41,476,012株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  14,751株 20年3月期  13,604株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  41,462,097株 20年3月期第3四半期  41,463,278株
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（参考） 個別業績予想 

 平成 21 年 3 月期の個別業績予想（平成 20 年 4 月 1 日～平成 21 年 3 月 31 日） 

（％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 

１株当たり

当期純利益

 

通期 

百万円 

38,000 

％ 

△3.3 

百万円

870

％

△7.3

百万円

1,050

％

△6.3

百万円 

610 

％ 

△1.8 

円 銭

14 71

   （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無：有 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）におけるわが国経済は、米国発の金融不安に端を発した
世界的な金融市場の混乱や株式・為替市況の影響を受け、特に第３四半期に入り企業収益が激減
するとともに、個人消費が減退する等、景気が急速に悪化しております。また、原油・ナフサが
下落基調に転じ、原材料価格につきましても一部は高騰前の水準に回復しておりますが、全体と
しては依然としてコスト上昇の要因となっております。 
このような経済情勢のなかで、当グループはメディカル事業部、テープ事業部に設定した事業

フィールド単位の事業戦略の遂行による売上拡大と利益確保にグループを挙げて取組みました結
果、売上高は 295 億９千６百万円、経常利益は 10 億７千６百万円、四半期純利益は５億８千６百
万円となりました。 

セグメント別では、メディカル事業部においては新製品・リニューアル品の寄与により売上高、
営業利益とも前年同期を上回りました。一方、テープ事業部においては急速な景気減速による企
業需要や個人消費の冷え込みの影響が大きく、売上高は前年同期を下回る結果に終わりました。
利益面につきましても、経費削減等合理化を推進いたしましたが売上高の減少をカバーしきれず、
営業利益も前年同期を下回る結果となりました。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億５百万円増加し、450 億５
千７百万円となりました。また、利益剰余金が四半期純利益等により３億３千７百万円増加し、
純資産は 220 億５千７百万円になりました。この結果、自己資本比率は 49.0％となりました。 

 

  キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間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７千４百万円（0.9%）減少し、86 億１千５百万円となりました。 

（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、13 億３千４百万円となりました。これは税金等調整前四半期
純利益、仕入債務の増加等によるものです。 

（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、10 億５千６百万円となりました。これは主に有形固定資産の
購入等によるものです。 

（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、３億３千９百万円となりました。これは配当金の支払、短期
借入金の増加及び長期借入金の返済等によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（９ヶ月）における業績は、第２四半期までは概ね予想通りに推移し
ておりましたが、第３四半期以降、米国発の金融不安に端を発した世界的な景気の悪化を背景に、
国内の企業需要や個人消費も急激に冷え込んできております。 

このような厳しい経済環境の中、当グループは今年度新たに設定した事業フィールド単位の事
業戦略を基本に、売上拡大と原材料価格の値戻し、経費削減をはじめとする徹底したコスト削減
による利益確保に向けた諸施策を実施いたしますが、第４四半期において急速な景気の回復は見
込めないものと判断し、平成 20 年５月 15 日に発表いたしました通期の業績予想を下記の通り修
正いたします。 

 
平成 21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 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 

 
前回発表予想（A） 

百万円 
41,200 

百万円
1,600

百万円
1,650

百万円 
920 

円   銭
22   19

今回修正予想（B） 39,300 1,200 1,250 670 16   16

増減額（B－A） △1,900 △400 △400 △250 －

増減率（％） △4.6 △25.0 △24.2 △27.2 －

（参考）前期実績 40,567 1,510 1,611 909 21   93
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（参考）平成 21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

 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 

 
前回発表予想（A） 

百万円 
40,000 

百万円
1,100

百万円
1,250

百万円 
650 

円   銭
15   68

今回修正予想（B） 38,000 870 1,050 610 14   71

増減額（B－A） △2,000 △230 △200 △40 －

増減率（％） △5.0 △20.9 △16.0 △6.2 －

（参考）前期実績 39,322 939 1,121 621 14   99

 

４．その他 

(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） 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ・簡便な会計処理 

   （一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

     当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい
変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算
定しております。 

   （たな卸資産の評価方法） 

     当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し前連結会
計年度に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  ・四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   （税金費用の計算） 

税金費用については、当第３四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。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。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  ・会計処理基準に関する事項の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四
半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しており
ます。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 
２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法に
よっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業
会計基準第９号 平成 18 年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価
法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しており
ます。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は８百万円増加し、税金等

調整前四半期純利益は 105 百万円減少しております。 

 

  ・追加情報 

（有形固定資産の耐用年数の変更）  

     機械装置については、従来、耐用年数を 10 年としておりましたが、平成 20 年度の法人税
法の改正により法定耐用年数の見直しが行われたことに伴い、第１四半期連結会計期間より
耐用年数を 12 年に変更しております。 
これにより、当第３四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 70 百万円増加しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,921 5,513

受取手形及び売掛金 13,260 12,909

有価証券 2,998 3,499

商品及び製品 3,518 3,518

仕掛品 1,405 1,263

原材料及び貯蔵品 1,166 1,029

その他 976 1,041

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 29,224 28,753

固定資産   

有形固定資産 11,379 11,486

無形固定資産 72 100

投資その他の資産 4,381 4,512

固定資産合計 15,833 16,098

資産合計 45,057 44,852

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,071 7,891

短期借入金 860 －

1年内返済予定の長期借入金 1,500 2,150

未払法人税等 212 227

賞与引当金 504 －

役員賞与引当金 34 48

その他 2,920 3,726

流動負債合計 14,102 14,045

固定負債   

長期借入金 2,000 2,300

退職給付引当金 3,963 3,526

役員退職慰労引当金 214 293

長期預り保証金 2,652 2,673

その他 67 71

固定負債合計 8,897 8,865

負債合計 23,000 22,910
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31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 12,491 12,153

自己株式 △5 △5

株主資本合計 22,124 21,787

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58 141

為替換算調整勘定 △126 13

評価・換算差額等合計 △67 154

純資産合計 22,057 21,941

負債純資産合計 45,057 44,852
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,596

売上原価 21,657

売上総利益 7,939

販売費及び一般管理費 6,870

営業利益 1,068

営業外収益  

受取利息 20

受取配当金 18

持分法による投資利益 73

その他 40

営業外収益合計 152

営業外費用  

支払利息 78

為替差損 36

その他 29

営業外費用合計 144

経常利益 1,076

特別利益  

固定資産売却益 1

受取補償金 30

その他 0

特別利益合計 32

特別損失  

たな卸資産評価損 113

固定資産除売却損 18

その他 0

特別損失合計 131

税金等調整前四半期純利益 977

法人税等 390

四半期純利益 586
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 977

減価償却費 1,128

退職給付引当金の増減額（△は減少） 436

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △78

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

有形固定資産除売却損益（△は益） 15

受取利息及び受取配当金 △39

支払利息 78

売上債権の増減額（△は増加） △351

たな卸資産の増減額（△は増加） △278

仕入債務の増減額（△は減少） 179

その他 △312

小計 1,751

利息及び配当金の受取額 39

利息の支払額 △83

法人税等の支払額 △373

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,334

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 △303

定期預金の払戻による収入 218

有価証券の取得による支出 △39

有価証券の売却による収入 8

有形固定資産の取得による支出 △857

その他 △83

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,056

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） 860

長期借入金の返済による支出 △950

配当金の支払額 △248

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △74

現金及び現金同等物の期首残高 8,690

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,615
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財
務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、
「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年 12 月 31 日） 

 
メディカル事業部

（百万円） 
テープ事業部
（百万円） 

計 
（百万円）

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 8,934 20,661 29,596 － 29,596

(2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 34 60 95 (95) －

計 8,969 20,722 29,691 (95) 29,596

営業利益 1,916 1,290 3,206 (2,138) 1,068

（注）１．事業区分は、当社の事業戦略単位である事業部（組織）を基本として区分しております。 

２．事業部の主な製品及び商品 

(1)メディカル事業部………スピール膏※・ロイヒつぼ膏※・ケアリーヴ※ 
(2)テープ事業部……………セロテープ※・クラフトテープ・布テープ・ナイスタック※ 

たばねら※テープ 

※は登録商標を示しております。 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年 12 月 31 日） 

本邦以外の国又は地域に所存する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
 

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成 20 年４月１日 至平成 20 年 12 月 31 日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

 前年同四半期にかかる財務諸表 

 （1）（要約）四半期連結損益計算書 

   前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日）  

（単位：百万円）  

前年同四半期 

（平成 20 年３月期 

第３四半期） 科  目 

金 額 

Ⅰ 売上高 30,513

Ⅱ 売上原価 22,321

  売上総利益 8,192

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,134

  営業利益 1,058

Ⅳ 営業外収益 164

Ⅴ 営業外費用 84

  経常利益 1,137

Ⅵ 特別利益 35

Ⅶ 特別損失 65

税金等調整前四半期純利益 1,107

税金費用 448

四半期純利益 659
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 （2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

   前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日）  

（単位：百万円） 

 
前年同四半期 

（平成 20 年３月期 

第３四半期） 

区  分 金  額 
Ⅰ 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 1,107

減価償却費 1,230

退職給付引当期の増減額（減少は△） 403

売上債権の増減額（増加は△） △518

たな卸資産の増減額（増加は△） △164

仕入債務の増減額（減少は△） 765

役員賞与の支払額 －

その他 △416

小  計 2,408

法人税等の支払額 △656

その他 △66

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,685

Ⅱ 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 △218

定期預金の払戻による収入 217

有形固定資産の取得による支出 △1,845

その他 529

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,317

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の増減額（減少は△） 60

長期借入れによる収入 2,000

社債償還による支出 △3,000

配当金の支払額 △248

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,189

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少△） △819

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,021

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,201
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 （3）セグメント情報 

[事業の種類別セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

 メディカル事業部 テープ事業部 計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高 8,704 21,903 30,608 △94 30,513

営業費用 6,976 20,274 27,250 2,205 29,455

営業利益 1,727 1,629 3,357 △2,299 1,058

（注）事業区分は、当社の事業戦略単位である事業部（組織）を基本として区分しております。 

 

[所在地別セグメント情報] 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 

[海外売上高] 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～12 月 31 日） 

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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