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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 18,912 △0.7 803 △23.0 782 △24.3 436 △26.0
23年3月期第2四半期 19,041 4.7 1,043 51.9 1,033 52.2 590 59.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 393百万円 （△30.3％） 23年3月期第2四半期 564百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 10.54 ―
23年3月期第2四半期 14.23 ―

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

24年3月期第2四半期 44,601 23,672 53.1 571.04
23年3月期 44,572 23,527 52.8 567.54
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  23,672百万円 23年3月期  23,527百万円

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   

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

23年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 39,700 3.1 2,100 7.0 2,100 4.9 1,100 16.6 26.53



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （2） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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 
上記予想は本資料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、添付資料P.3「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 41,476,012 株 23年3月期 41,476,012 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 21,924 株 23年3月期 20,376 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 41,454,816 株 23年3月期2Q 41,457,660 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興に向けた回復の兆しがみられるものの、

継続する円高や株安などによる企業収益悪化への懸念と、欧米における金融不安の拡大が国内経済などに及ぼす影

響への危惧から、景気の先行きは依然不透明な状況が続いております。 

 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】のもと、「成長分野への挑戦と新た

な市場の開拓」と「基盤となる事業の効率化・安定化」による売上拡大と利益確保を目指して事業活動に取組んで

まいりましたが、売上高は189億１千２百万円（前年同期比0.7％減）、経常利益は７億８千２百万円（前年同期比

24.3％減）、四半期純利益は４億３千６百万円（前年同期比26.0％減）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。 

    

メディカル事業本部 

（ヘルスケアフィールド） 

 当第２四半期連結累計期間の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、節電による冷房機器使用

の抑制や６月後半の猛暑により、一部で暑さ対策商品の需要が増加したものの、東日本大震災の影響による個人消

費の停滞で、全般的には需要が低迷いたしました。このような状況のなか、ご好評をいただいている救急絆創膏

「ケアリーヴ®」シリーズ、鎮痛消炎剤「ロイヒ」シリーズを中心に、新製品の配荷、店頭の活性化など、販売促

進活動を積極的に行いましたが、前述の影響からヘルスケアフィールド全体の売上げは低調に推移いたしました。

（医療材フィールド） 

 当第２四半期連結累計期間の医療機関向け医療材料市場におきましては、依然として医療機関が感染予防と安全

性に関する取組みを継続していることもあり、採血や透析後の止血に特化した「インジェクションパッドマイル

ド」や、カテーテルの固定・創傷保護製品のフィルムドレッシング材「カテリープラス®」「カテリープラス®ロー

ル」の採用が順調に拡がり、医療材フィールド全体の売上げは好調に推移いたしました。 

 以上の取組みを実施してまいりました結果、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62億２千５百万円（前年同期比1.8％増）、営業利益は11億５千１百万円（前年同期比

9.4％減）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） 

 当第２四半期連結累計期間の文具事務用品業界におきましては、全般的に市況は低調でしたが、テープの切り口

が真っ直ぐ切れる「テープカッター直線美®」と「ハンドカッター直線美®」の好評に呼応し、「セロテープ®」の

主力製品が堅調に推移いたしました。また、大型店舗と通信販売への取組みを積極的に行った新製品の「テープの

りtenori®」はご好評をいただき、好調に推移いたしました。 

（工業品フィールド） 

 当第２四半期連結累計期間の産業用テープ業界におきましては、マスキングテープ・食品関連分野において、高

機能製品拡大の取組み効果がみられましたが、主力製品である梱包用テープと電気関連分野を中心とする特殊材料

分野において、東日本大震災の影響が大きく、全体としては、低調に推移いたしました。 

 また、輸出につきましては中国をはじめアジアを中心とする需要がありましたが、円高も影響し売上が前年実績

を下回る結果となりました。 

 以上の取組みを実施してまいりました結果、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126億８千６百万円（前年同期比1.9％減）、営業利益は８億９千８百万円（前年同期比

17.3％減）となりました。 

  

 （注）平成23年度の組織改定により、研究開発部門の一部が管理部門より各セグメントの配下組織となったこと

に伴い、セグメント営業利益及び前年同期比につきましては、組織改定後のセグメントによりそれぞれ算

定しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２千９百万円増加し、446億１百万円となり

ました。また純資産は１億４千４百万円増加し、236億７千２百万円になりました。この結果、自己資本比率は

53.1％となりました。 

  

 当第２四半期連結会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２億３千６百万円（2.3%）減少し、102億５千８百万円となりました。 

（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８千２百万円（5.4%）減少し、14億３千１百

万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益、売上債権の増減額、仕入債務の増減額等によるものです。

（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、前第２四半期連結累計期間に比べ６億５千９百万円（98.4%）増加し、13億３

千１百万円となりました。これは主に有価証券、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、前第２四半期連結累計期間に比べ２千９百万円（9.7%）増加し、３億３千２百

万円となりました。これは主に配当金の支払等によるものです。 

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に発表いたしました通期の業績予想を変更してお

りません。 

 ただし、原材料価格の高止まりに対する価格適正化に向けた動きと電力供給不足や東日本大震災の復興へ向けた

需要の動きなど、依然として不透明な状況が予想されます。さらに、タイ王国で発生した洪水について、タイ国内

の当社持分法適用会社は現時点で大きな浸水被害を受けておりませんが、先々の影響は未確定であります。 

 今後、業績に大きな変化が判明した時点で速やかに開示いたします。  

  

（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 

 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  

  

（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。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

 第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,405 10,338

受取手形及び売掛金 11,866 11,189

有価証券 505 506

商品及び製品 2,481 2,881

仕掛品 1,324 1,397

原材料及び貯蔵品 1,146 1,190

その他 817 806

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 28,537 28,299

固定資産   

有形固定資産 11,357 11,351

無形固定資産 70 64

投資その他の資産 4,606 4,886

固定資産合計 16,035 16,302

資産合計 44,572 44,601

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,918 7,166

1年内返済予定の長期借入金 － 2,000

未払法人税等 200 350

役員賞与引当金 62 30

その他 4,218 4,115

流動負債合計 11,400 13,662

固定負債   

長期借入金 2,000 －

退職給付引当金 3,887 3,686

役員退職慰労引当金 244 83

長期預り保証金 2,845 2,850

資産除去債務 90 90

その他 575 555

固定負債合計 9,644 7,267

負債合計 21,044 20,929
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23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 14,019 14,207

自己株式 △7 △7

株主資本合計 23,651 23,839

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39 4

為替換算調整勘定 △162 △171

その他の包括利益累計額合計 △123 △167

純資産合計 23,527 23,672

負債純資産合計 44,572 44,601
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 19,041 18,912

売上原価 13,546 13,588

売上総利益 5,494 5,323

販売費及び一般管理費 4,451 4,519

営業利益 1,043 803

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 6 6

持分法による投資利益 52 36

その他 18 25

営業外収益合計 84 74

営業外費用   

支払利息 29 29

支払手数料 31 31

その他 33 34

営業外費用合計 94 95

経常利益 1,033 782

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 2

投資有価証券受贈益 39 －

受取補償金 30 －

特別利益合計 69 2

特別損失   

固定資産除売却損 10 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 66 －

特別損失合計 76 16

税金等調整前四半期純利益 1,025 768

法人税等 435 332

少数株主損益調整前四半期純利益 590 436

四半期純利益 590 436
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 590 436

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25 △34

持分法適用会社に対する持分相当額 0 △9

その他の包括利益合計 △25 △43

四半期包括利益 564 393

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 564 393
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 1,025 768

減価償却費 819 894

退職給付引当金の増減額（△は減少） △286 △201

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 △161

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 4

有形固定資産除売却損益（△は益） 9 13

受取利息及び受取配当金 △13 △12

支払利息 29 29

売上債権の増減額（△は増加） 149 676

たな卸資産の増減額（△は増加） △152 △515

仕入債務の増減額（△は減少） 442 248

その他 △196 △107

小計 1,826 1,637

利息及び配当金の受取額 13 12

利息の支払額 △30 △29

法人税等の支払額 △294 △187

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,514 1,431

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 △415 △586

定期預金の払戻による収入 412 415

有価証券の取得による支出 △1 △401

有価証券の売却による収入 0 3

有形固定資産の取得による支出 △660 △765

その他 △6 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △671 △1,331

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △247 △248

その他 △55 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △302 △332

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） 540 △236

現金及び現金同等物の期首残高 9,251 10,495

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,792 10,258
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 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22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  

（注）１．セグメント利益の調整額（1,312百万円）は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用の主なものは、親会社本社の総務等管理部門及び研究所に係る費用であります。 

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  

 記載すべき事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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  

（注）１．セグメント利益の調整額（1,246百万円）は、各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

す。全社費用の主なものは、親会社本社の総務等管理部門及び研究所に係る費用であります。 

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．報告セグメントの変更等に関する事項  

(１)組織改定に伴い、従来より「メディカル事業部」「テープ事業部」としておりました報告セグメン

トの名称を、第１四半期連結累計期間より、「メディカル事業本部」「テープ事業本部」にそれぞ

れ変更しております。 

(２)組織改定に伴い、従来より全社費用として「調整額」に含めておりました研究所に係る費用の一部

について、報告セグメントの「メディカル事業本部」「テープ事業本部」に含めてセグメント利益

を算定しております。なお、変更後の算定方法により作成した前第２四半期連結累計期間に係る報

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は、「Ⅰ 前第２四半期連結累計

期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）」に記載しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  
  

 報告セグメント 
合計 

（百万円） 
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） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  6,115  12,926  19,041  －  19,041

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 20  34  54  (54)  －

計  6,135  12,960  19,096  (54)  19,041

セグメント利益  1,270  1,085  2,356  (1,312)  1,043

  
  

 報告セグメント 
合計 

（百万円） 
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） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  6,225  12,686  18,912  －  18,912

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 18  38  56  (56)  －

計  6,243  12,724  18,968  (56)  18,912

セグメント利益  1,151  898  2,049  (1,246)  803
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３．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  

 記載すべき事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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