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1. 平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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 ％

24年12月期第1四半期 2,398 △9.7 86 △68.1 125 △55.3 75 △53.2
23年12月期第1四半期 2,657 0.6 270 80.1 280 134.9 161 41.1

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 132百万円 （△21.2％） 23年12月期第1四半期 168百万円 （―％）

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12月期第1四半期 4.80 ―
23年12月期第1四半期 10.00 ―

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12月期第1四半期 16,770 8,674 51.7 550.18
23年12月期 17,285 8,620 49.9 546.75
（参考） 自己資本 24年12月期第1四半期 8,674百万円 23年12月期 8,620百万円

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12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日）
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 5,300 0.1 200 △55.8 200 △56.3 100 △70.7 6.34
通期 10,600 2.1 400 △37.2 400 △28.1 200 △42.7 12.69



(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、金融商品取引法にもと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もとづく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響をあたえる不確実な要因を前提としております。実際の業績は、今後
様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

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12月期1Q 17,894,877 株 23年12月期 17,894,877 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 2,129,037 株 23年12月期 2,129,037 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 15,765,840 株 23年12月期1Q 16,170,999 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、タイの洪水の影響が薄れるなか東日本大震災から

の復興需要が徐々に顕在化し、欧州債務問題の後退などによる株価の上昇に支えられ、緩やかな回復の

兆しが見え始めました。しかしながら、円高は緩和されたとはいえ依然高止りしており、世界的な金融

システム不安が払拭できないなか輸出の低迷は続いており、原油価格の高騰、電力供給不安など多くの

懸念材料を抱え、先行き不透明な状況で推移しました。 

このような環境のなか、当グループは主力製品であるバーコード用リボン、修正テープを中心に拡販

活動を進める一方、新たな事業分野である機能性フィルム全体をひとつのブランドとして「ＦＩＸＦＩ

ＬＭ®」に統一し、顧客の様々なニーズへの対応に取り組んでまいりました。 

生産面におきましては、震災の影響など種々の要因による諸材料の調達難に対応し、顧客への安定し

た製品の供給を維持することに注力しながら、スピードとアクションを基本とした生産革新活動を継続

し、徹底した効率化の推進による収益の改善に取り組んでまいりました。 

この結果、連結売上高は、円高の影響および国内外における競争激化による販売価格の低下などによ

り、23億９千８百万円(前年同期比9.7％減)となりました。利益面においては、売上高の減少に加え前

連結会計年度に導入した生産設備の減価償却費の負担増などにより、営業利益は８千６百万円(前年同

期比68.1％減)、経常利益は１億２千５百万円(前年同期比55.3％減)となりました。 

四半期純利益は、法人税等の計上により、７千５百万円(前年同期比53.2％減)となりました。 

品目別売上高の状況は、次のとおりであります。 

サーマルトランスファーメディアは、主力のバーコード用リボンを中心に拡販に努めたものの、販売

価格競争の激化により主として海外市場向けが減少し、全体では10億１百万円(前年同期比7.7％減)と

なりました。 

インパクトリボンは、市場の縮小傾向が続くなか、円高の影響もあり、全体では４億２千６百万円

(前年同期比2.6％減)となりました。 

テープ類は、市場価格の低下および顧客の在庫調整による一時的な受注減少により、全体では４億７

千万円(前年同期比3.1％減)となりました。 

機能性フィルムは、ブランドの統一を図り拡販活動に努めましたが、国内外における競争の激化およ

び販売価格の低下により、全体では２億９百万円(前年同期比40.5％減)となりました。 

その他は、全体では２億９千万円(前年同期比2.1％減)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、167億７千万円(前連結会計年度末比3.0％減)と、前連結会

計年度末に比べ５億１千５百万円の減少となりました。これは、主に設備関係支払手形の決済による現

金及び預金の減少などによるものであります。 

負債は、80億９千６百万円(前連結会計年度末比6.6％減)と、前連結会計年度末に比べ５億６千９百

万円の減少となりました。これは、主に設備関係支払手形の決済によるものであります。 

純資産は、86億７千４百万円(前連結会計年度末比0.6％増)と、前連結会計年度末に比べ５千４百万

円の増加となりました。これは、主に四半期純利益の計上などによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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当グループの第２四半期以降は、国内外の経済情勢など現時点では見通せない不確定要素が多く、現

在精査中であります。よって、平成24年12月期の業績予想につきましては、現時点では前回公表(平成

24年２月13日)しました通期の業績予想から変更はしておりません。 

今後、業績予想の見直しが必要と判断された場合には、速やかに開示いたします。  

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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 

当第１四半期連結会計期間の期首以降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）および「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）を適用しております。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,471,534 5,023,683

受取手形及び売掛金 3,110,609 2,985,057

商品及び製品 749,624 786,020

仕掛品 477,091 508,697

原材料及び貯蔵品 611,158 597,123

繰延税金資産 5,020 4,931

その他 145,429 113,885

貸倒引当金 △3,078 △3,050

流動資産合計 10,567,390 10,016,349

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,920,847 1,904,709

機械装置及び運搬具（純額） 1,943,829 1,883,836

土地 1,681,745 1,681,745

建設仮勘定 5,329 14,816

その他（純額） 186,107 192,751

有形固定資産合計 5,737,859 5,677,859

無形固定資産 3,162 3,000

投資その他の資産   

投資有価証券 639,292 731,239

長期貸付金 7,809 7,000

長期預金 100,000 100,000

その他 230,060 234,916

貸倒引当金 △122 △122

投資その他の資産合計 977,040 1,073,034

固定資産合計 6,718,061 6,753,894

資産合計 17,285,451 16,770,243
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,570,068 1,606,732

短期借入金 100,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 775,700 925,800

リース債務 17,274 17,274

未払法人税等 196,177 46,011

未払消費税等 － 10,815

賞与引当金 － 90,410

設備関係支払手形 825,729 83,739

その他 335,858 332,823

流動負債合計 3,820,807 3,513,607

固定負債   

長期借入金 3,952,300 3,658,300

リース債務 55,194 50,875

繰延税金負債 26,780 52,932

退職給付引当金 713,141 730,954

役員退職慰労引当金 76,820 69,783

資産除去債務 20,402 19,777

固定負債合計 4,844,640 4,582,623

負債合計 8,665,448 8,096,231

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,791,796 4,791,796

資本剰余金 2,995,945 2,995,945

利益剰余金 1,309,193 1,306,072

自己株式 △329,286 △329,286

株主資本合計 8,767,648 8,764,527

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 50,995 115,148

為替換算調整勘定 △198,639 △205,664

その他の包括利益累計額合計 △147,644 △90,515

純資産合計 8,620,003 8,674,012

負債純資産合計 17,285,451 16,770,243
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,657,127 2,398,159

売上原価 1,888,020 1,816,381

売上総利益 769,106 581,777

販売費及び一般管理費 498,825 495,528

営業利益 270,280 86,248

営業外収益   

受取利息 2,177 1,781

受取配当金 16 16

為替差益 16,812 34,461

雑収入 9,371 18,997

営業外収益合計 28,377 55,258

営業外費用   

支払利息 17,911 15,985

雑損失 46 34

営業外費用合計 17,957 16,019

経常利益 280,700 125,486

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,523 －

特別損失合計 8,523 －

税金等調整前四半期純利益 272,177 125,486

法人税等 110,511 49,778

少数株主損益調整前四半期純利益 161,665 75,708

四半期純利益 161,665 75,708
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 161,665 75,708

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,560 64,153

為替換算調整勘定 2,303 △7,024

その他の包括利益合計 6,863 57,129

四半期包括利益 168,529 132,837

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 168,529 132,837
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該当事項はありません。 

  

当グループは、インク製造技術、塗布技術を技術基盤として、印字記録媒体および事務用消耗品関連

事業を主な業務とした単一セグメントで事業活動を行っておりますので、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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