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金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

売上高 431.3 100% 16.0 3.9%

（収益認識基準
　 適用前売上高） (438.6) (23.3) (5.6%)

売上原価 281.6 67.8% 296.3 68.7% 14.7 5.3%

売上総利益 133.7 32.2% 135.0 31.3% 1.3 0.9%

販売管理費 113.7 27.4% 110.5 25.6% △3.2 △2.8%

営業利益 20.0 4.8% 24.5 5.7% 4.5 22.5%

当期純利益 13.5 3.3% 18.1 4.2% 4.6 34.1%

ROE 

1株純利益 (円)

フリーキャッシュフロー

期末資金残高
28.4  11.6  

22.19

△16.8

133.4  138.4  5.0

65.15 87.34

（億円単位）
2021年3月期 2022年3月期 増減

3.6% 4.7% 1.1p

415.3 100%

損益等

コロナ禍より一部回復
増収・増益

売上高
収益認識基準影響を除き 5.6％増収

売上原価
原価率アップ、原材料価格高騰

販売管理費
特売費（収益認識基準影響）△6.9億円
前期 返品調整引当 △1.9億円
減価償却費・物流費等 +5.6億円

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し
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企業価値向上に向けて
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参考情報

※

※前期 返品調整引当金繰入額を含む


年度使用



		（億円単位） オクエン タンイ		2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期計画 ネン ガツ キ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率						増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				420.0		2.7%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				25.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				19.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		65.15				87.34				22.19		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				420.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



		（億円単位） オクエン タンイ		1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















年度使用 (計画比)



		（億円単位） オクエン タンイ		2021年3月期計画 ケイカク				2022年3月期				増減						2022年3月期
2/8公表計画 ネン ガツ キ コウヒョウ ケイカク												今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				期首時点 当初計画 キシュ ジテン トウショ ケイカク		増減率 ゾウゲン リツ										前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		420.0		100%		431.3		100%		11.3		2.7%				420.0		2.7%		2.7%		2.7%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		42,000		1,135

		営業利益		25.0		4.8%		24.5		5.7%		△0.5		△2.0%				22.0		11.4%		△2.0%		11.4%				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638

		当期純利益		19.0		3.3%		18.1		4.2%		△0.9		△4.7%				17.0		6.5%		△4.7%		6.5%				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496

																												販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046

																												営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,200		250

		(事業別売上高）																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,700		110

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!								ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		4.1%		ERROR:#REF!

		テープ事業		96.7 		22%		101.5 		24%		4.8		ERROR:#DIV/0!				420.0 		ERROR:#DIV/0!

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!

																												上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																												下期・2Q シモキ		32,332						32,976

																																								38.0



																												期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				38,066

																												　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(622)

																												　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,700

																												　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				(21)

																												上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				39,123

																												ROE		3.6%				4.9%		4.7%				4.4%

																												期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																												　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																												　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																												　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																												期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																												ROE						4.1%		4.7%





業績予想



		（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3		100%		450.0		100%		18.7		4.3%				205.0		119.5%				売上高 ウリアゲ ダカ		43,135		45,000		1,865

		営業利益		24.5		5.7%		25.0		5.6%		0.5		2.0%										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		29,638		29,638

		当期純利益		18.1		4.2%		30.0		6.7%		11.9		65.8%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,496		15,362

																								販管費 ハンカンヒ		11,046		11,046

		ROE 		4.7%				7.5%				2.8p												営業利益 エイギョウ リエキ		2,450.017		2,500.000		50

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		87.34				144.78				57.44		0.00				8.0		ERROR:#REF!				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,810		3,000		1,190

																		6.0		ERROR:#REF!				ROE		4.7%		7.5%





																								上期・1Q カミキ		9,196		10,158

																								下期・2Q シモキ		33,939		34,842







																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		38,078		38,961

																								　　　配当 ハイトウ		(621)		(621)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,810		3,000

																								　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(306)

																								上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,961		41,340

																								ROE		4.7%		7.5%

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン				38,961

																								　　　配当 ハイトウ				(622)

																								　　　利益 リエキ				3,000

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン				(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン				41,318

																								ROE				7.5%





業績予想 (上下)



		（億円単位） オクエン タンイ		上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

				（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期計画				前期比						（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		113		26%		119		27%		5%						ヘルスケア		11,262		26%		11,867		26%		5%

				EC		38		9%		42		9%		10%						EC		3,812		9%		4,192		9%		10%

				オフィスホーム		55		13%		54		12%		-2%						オフィスホーム		5,455		13%		5,358		12%		-2%

		　コンシューマー				205		48%		214		48%		4%				　コンシューマー				20,529		48%		21,417		48%		4%

		　医療材				58		13%		62		14%		7%				　医療材				5,809		13%		6,206		14%		7%

		　工業品				133		31%		136		30%		2%				　工業品				13,287		31%		13,552		30%		2%

		国内事業				396		92%		412		92%		4%				国内事業				39,625		92%		41,176		92%		4%

		海外事業				35		8%		38		8%		9%				海外事業				3,510		8%		3,824		8%		9%

		　　　全社				431		100%		450		100%		4%				　　　全社				43,135		100%		45,000		100%		4%









計画フィールド内訳

				22年3月期 ネン ガツ キ																												23年3月期 ネン ガツ キ

										NB		移管調整 イカン チョウセイ		移管調整 イカン チョウセイ		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		バッファ調整 チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		12,236.3		(12,564)		12,169		-77.8				-502.3		11,261.5		26%		11,763.8						12,380.1		-70.0				-390.7		-52.1		11,867.3		26.4%		605.8		5.4%		12,258		494.2		4.2%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,720.9		(3,721)		3,845						-32.9		3,812.4		9%		3,845.3						4,235.9						-25.6		-17.8		4,192.5		9.3%		380.1		10.0%		4,218		372.8		9.7%												3,693.8

								オフィスホーム		5,271.7		(5,313)		5,583				28.8		-115.7		5,455.0		13%		5,570.7						5,470.7						-90.0		-23.0		5,357.7		11.9%		-97.4		-1.8%		5,448		-123.1		-2.2%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				21,228.9		(21,598)		21,598		-77.8		28.8		-650.9		20,528.9		48%		21,179.8						22,086.7		-70.0		0.0		-506.3		-93.0		21,417.5		47.6%		888.6		4.3%		21,924		743.9		3.5%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,644.3		(4,786)		4,786		-0.8		1,178.3		-12.2		5,809.4		13%		5,821.6						4,936.7				1,300.0		-9.5		-20.8		6,206.4		13.8%		397.0		6.8%		6,216		394.3		6.8%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		13,163.7		(13,255)		13,255		-57.7		216.6		-36.2		13,286.6		31%		13,322.8						13,446.6		-70.0		260.0		-28.2		-56.6		13,551.9		30.1%		265.3		2.0%		13,580		257.2		1.9%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				39,036.9		(39,639)		39,639		-136.3		1,423.7		-699.3		39,624.9		92%		40,324.2						40,470.0		-140.0		1,560.0		-543.9		-170.3		41,175.8		91.5%		1,550.9		3.9%		41,720		1,395.5		3.5%												37,724.8

						海外 カイガイ				3,022.4		(3,096)		3,096		-1,180.2		1,696.0		-28.4		3,509.7		8%		3,538.1						3,250.0		-1,450.0		2,060.0		-22.1		-13.7		3,824.2		8.5%		314.5		9.0%		3,846		308.2		8.7%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				42,059.3		(42,735)		42,735		-1,316.5		3,119.7		-727.7		43,134.6		100%		43,862.3						43,720.0		-1,590.0		3,620.0		-566.0		-184.0		45,000.0		100%		1,865.4		4.3%		45,566		1,703.7		3.9%												40,399.9		444.387		39,955.5

																		43,862.3								-727.7								45,750.0																-566.0		161.7		-22.2%

																										43,135												(566)		(184)		0								45,000		1,865.4		4.3%

																																																								12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期実績 キ ジッセキ				2,000.3



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ														増産（売価） ゾウサン バイカ		3,861		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-202.5										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		2,369		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		1,227

						賃借料 チンシャク リョウ														売上増収 ウリアゲ ゾウシュウ		2,369										TP増収 ゾウシュウ		379

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-401.5										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		848

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				1,167.6										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		865										利益率差分 リエキ リツ サブン		10%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				84.7										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		585		3月 ガツ										85

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		331.1		10月 ガツ		5,472

																				増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		1,195.7				6,057

						物流費 ブツリュウ ヒ				-166.5

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ

						その他 タ				-32.1



						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		20.0		2021/3期実績		2021/3期 キ		20

		グラフ用 ヨウ		11.6		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						20.0		11.6

				0.8		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						31.6		0.8

				-2.0		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						30.4				2.0

				-4.0		原材料価格 ゲンザイリョウ カカク						26.4				4.0

				-1.9		物流費等増加 ブツリュウ ヒ トウ ゾウカ						24.5				1.9

				24.5		2022/3期実績		2022/3期 キ		24.5

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期計画 キ ケイカク				2,500.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ																NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-120.0

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				350.0

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ

						販売促進費増 ハンバイ ソクシン ヒ ゾウ				-220.0

						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン														HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ				-60.0										NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		25.0		2022/3期計画		2022/3期計画		25.0

				3.5		売上増 ウリアゲ ゾウ						25.0		3.5

				1.5		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						27.0				1.5

				1.8		販売促進費等増加 ハンバイ ソクシン ヒ トウ ゾウカ						25.2				1.8

				0.7		その他 タ						24.5				0.7

				24.5		2022/3期実績		2022/3期実績		24.5

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								2021/3期		415.3

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ				ヘルスケア						415.3		11.3

		フィールド別 ベツ				EC						426.6		0.3

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						424.7				2.2

						医療材 イリョウ ザイ						424.7		3.4

						工業品 コウギョウ ヒン						428.1		4.2

						海外 カイガイ						432.3		6.3

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						431.3				7.3

								2022/3期		431.3

										16.0				25.5		-9.5



利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





利益	

2022/3期計画	2022/3期実績	25	24.5	2022/3期計画	2022/3期実績	25	27	25.2	24.5	増	

2022/3期計画	2022/3期	実績	3.5	減	

2022/3期計画	2022/3期実績	1.5	1.8	0.7	





利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





0

0

0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ

				 （単位：円)																		当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ												当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																						売上				売上												売上				売上				粗利								粗利

										今年 コンネン				今年 コンネン				今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				今年 コンネン		今年 コンネン		今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	







損益等（計画比）
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて

4

計画（直近の業績予想）比では売上増、
利益は第4Qの原材料コストアップが大きく響き未達

参考情報

（億円単位）

2022年3月期
金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 期首時点 当初計画 増減率

売上高 420.0 100% 431.3 100% 11.3 2.7% 420.0 2.7%

営業利益 25.0 4.8% 24.5 5.7% △0.5 △2.0% 22.0 11.4%

当期純利益 19.0 3.3% 18.1 4.2% △0.9 △4.7% 17.0 6.5%

（億円単位）
2022年3月期計画 2022年3月期 増減

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 


年度使用



		（億円単位） オクエン タンイ		2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				205.0		110.4%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				8.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				6.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		25.23				42.67				17.44		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				205.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



		（億円単位） オクエン タンイ		1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















年度使用 (計画比)



		（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期計画 ケイカク				2022年3月期				増減						2022年3月期
2/8公表計画 ネン ガツ キ コウヒョウ ケイカク												今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				期首時点 当初計画 キシュ ジテン トウショ ケイカク		増減率 ゾウゲン リツ										前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		420.0		100%		431.3		100%		11.3		2.7%				420.0		2.7%		2.7%		2.7%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		42,000		1,135

		営業利益		25.0		4.8%		24.5		5.7%		△0.5		△2.0%				22.0		11.4%		△2.0%		11.4%				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638

		当期純利益		19.0		3.3%		18.1		4.2%		△0.9		△4.7%				17.0		6.5%		△4.7%		6.5%				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496

																												販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046

																												営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,200		250

		(事業別売上高）																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,700		110

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!								ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		4.1%		ERROR:#REF!

		テープ事業		96.7 		22%		101.5 		24%		4.8		ERROR:#DIV/0!				420.0 		ERROR:#DIV/0!

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!

																												上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																												下期・2Q シモキ		32,332						32,976

																																								38.0



																												期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				38,066

																												　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(622)

																												　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,700

																												　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				(21)

																												上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				39,123

																												ROE		3.6%				4.9%		4.7%				4.4%

																												期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																												　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																												　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																												　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																												期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																												ROE						4.1%		4.7%





業績予想



		（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3		100%		450.0		100%		18.7		4.3%				205.0		119.5%				売上高 ウリアゲ ダカ		43,135		45,000		1,865

		営業利益		24.5		5.7%		25.0		5.6%		0.5		2.0%										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		29,638		29,638

		当期純利益		18.1		4.2%		30.0		6.7%		11.9		65.8%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,496		15,362

																								販管費 ハンカンヒ		11,046		11,046

		ROE 		4.7%				7.5%				2.8p												営業利益 エイギョウ リエキ		2,450.017		2,500.000		50

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		87.34				144.78				57.44		0.00				8.0		ERROR:#REF!				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,810		3,000		1,190

																		6.0		ERROR:#REF!				ROE		4.7%		7.5%





																								上期・1Q カミキ		9,196		10,158

																								下期・2Q シモキ		33,939		34,842







																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		38,078		38,961

																								　　　配当 ハイトウ		(621)		(621)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,810		3,000

																								　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(306)

																								上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,961		41,340

																								ROE		4.7%		7.5%

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン				38,961

																								　　　配当 ハイトウ				(622)

																								　　　利益 リエキ				3,000

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン				(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン				41,318

																								ROE				7.5%





業績予想 (上下)



		（億円単位） オクエン タンイ		上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

				（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期計画				前期比						（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		113		26%		119		27%		5%						ヘルスケア		11,262		26%		11,867		26%		5%

				EC		38		9%		42		9%		10%						EC		3,812		9%		4,192		9%		10%

				オフィスホーム		55		13%		54		12%		-2%						オフィスホーム		5,455		13%		5,358		12%		-2%

		　コンシューマー				205		48%		214		48%		4%				　コンシューマー				20,529		48%		21,417		48%		4%

		　医療材				58		13%		62		14%		7%				　医療材				5,809		13%		6,206		14%		7%

		　工業品				133		31%		136		30%		2%				　工業品				13,287		31%		13,552		30%		2%

		国内事業				396		92%		412		92%		4%				国内事業				39,625		92%		41,176		92%		4%

		海外事業				35		8%		38		8%		9%				海外事業				3,510		8%		3,824		8%		9%

		　　　全社				431		100%		450		100%		4%				　　　全社				43,135		100%		45,000		100%		4%









計画フィールド内訳

				22年3月期 ネン ガツ キ																												23年3月期 ネン ガツ キ

										NB		移管調整 イカン チョウセイ		移管調整 イカン チョウセイ		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		バッファ調整 チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		12,236.3		(12,564)		12,169		-77.8				-502.3		11,261.5		26%		11,763.8						12,380.1		-70.0				-390.7		-52.1		11,867.3		26.4%		605.8		5.4%		12,258		494.2		4.2%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,720.9		(3,721)		3,845						-32.9		3,812.4		9%		3,845.3						4,235.9						-25.6		-17.8		4,192.5		9.3%		380.1		10.0%		4,218		372.8		9.7%												3,693.8

								オフィスホーム		5,271.7		(5,313)		5,583				28.8		-115.7		5,455.0		13%		5,570.7						5,470.7						-90.0		-23.0		5,357.7		11.9%		-97.4		-1.8%		5,448		-123.1		-2.2%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				21,228.9		(21,598)		21,598		-77.8		28.8		-650.9		20,528.9		48%		21,179.8						22,086.7		-70.0		0.0		-506.3		-93.0		21,417.5		47.6%		888.6		4.3%		21,924		743.9		3.5%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,644.3		(4,786)		4,786		-0.8		1,178.3		-12.2		5,809.4		13%		5,821.6						4,936.7				1,300.0		-9.5		-20.8		6,206.4		13.8%		397.0		6.8%		6,216		394.3		6.8%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		13,163.7		(13,255)		13,255		-57.7		216.6		-36.2		13,286.6		31%		13,322.8						13,446.6		-70.0		260.0		-28.2		-56.6		13,551.9		30.1%		265.3		2.0%		13,580		257.2		1.9%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				39,036.9		(39,639)		39,639		-136.3		1,423.7		-699.3		39,624.9		92%		40,324.2						40,470.0		-140.0		1,560.0		-543.9		-170.3		41,175.8		91.5%		1,550.9		3.9%		41,720		1,395.5		3.5%												37,724.8

						海外 カイガイ				3,022.4		(3,096)		3,096		-1,180.2		1,696.0		-28.4		3,509.7		8%		3,538.1						3,250.0		-1,450.0		2,060.0		-22.1		-13.7		3,824.2		8.5%		314.5		9.0%		3,846		308.2		8.7%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				42,059.3		(42,735)		42,735		-1,316.5		3,119.7		-727.7		43,134.6		100%		43,862.3						43,720.0		-1,590.0		3,620.0		-566.0		-184.0		45,000.0		100%		1,865.4		4.3%		45,566		1,703.7		3.9%												40,399.9		444.387		39,955.5

																		43,862.3								-727.7								45,750.0																-566.0		161.7		-22.2%

																										43,135												(566)		(184)		0								45,000		1,865.4		4.3%

																																																								12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期実績 キ ジッセキ				2,000.3



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ														増産（売価） ゾウサン バイカ		3,861		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-202.5										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		2,369		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		1,227

						賃借料 チンシャク リョウ														売上増収 ウリアゲ ゾウシュウ		2,369										TP増収 ゾウシュウ		379

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-401.5										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		848

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				1,167.6										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		865										利益率差分 リエキ リツ サブン		10%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				84.7										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		585		3月 ガツ										85

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		331.1		10月 ガツ		5,472

																				増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		1,195.7				6,057

						物流費 ブツリュウ ヒ				-166.5

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ

						その他 タ				-32.1



						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		20.0		2021/3期実績		2021/3期 キ		20

		グラフ用 ヨウ		11.6		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						20.0		11.6

				0.8		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						31.6		0.8

				-2.0		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						30.4				2.0

				-4.0		原材料価格 ゲンザイリョウ カカク						26.4				4.0

				-1.9		物流費等増加 ブツリュウ ヒ トウ ゾウカ						24.5				1.9

				24.5		2022/3期実績		2022/3期 キ		24.5

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期計画 キ ケイカク				2,500.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ																NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-120.0

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				350.0

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ

						販売促進費増 ハンバイ ソクシン ヒ ゾウ				-220.0

						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン														HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ				-60.0										NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		25.0		2022/3期計画		2022/3期計画		25.0

				3.5		売上増 ウリアゲ ゾウ						25.0		3.5

				1.5		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						27.0				1.5

				1.8		販売促進費等増加 ハンバイ ソクシン ヒ トウ ゾウカ						25.2				1.8

				0.7		その他 タ						24.5				0.7

				24.5		2022/3期実績		2022/3期実績		24.5

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								2021/3期		415.3

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ				ヘルスケア						415.3		11.3

		フィールド別 ベツ				EC						426.6		0.3

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						424.7				2.2

						医療材 イリョウ ザイ						424.7		3.4

						工業品 コウギョウ ヒン						428.1		4.2

						海外 カイガイ						432.3		6.3

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						431.3				7.3

								2022/3期		431.3

										16.0				25.5		-9.5



利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





利益	

2022/3期計画	2022/3期実績	25	24.5	2022/3期計画	2022/3期実績	25	27	25.2	24.5	増	

2022/3期計画	2022/3期実績	3.5	減	

2022/3期計画	2022/3期実績	1.5	1.8	0.7	





利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





0

0

0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ
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				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	







損益等（四半期、対前年同期増減率）

売上原価4Q：売上増収率を大幅に上回る増加 原材料価格高騰が顕在化
販管費4Q ：減少 前期 特売費（収益認識基準適用）・返品調整引当

金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率

売上高 101.6 103.8 115.9 110.0 431.3
（収益認識基準
　 適用前売上高） (103.0) (12.0%) (105.2) (0.4%) (117.8) (2.6%) (112.6) (8.5%) (438.6) (5.6%)

売上原価 69.1 10.9% 69.8 -4.0% 78.3 2.2% 79.1 13.3% 296.3 5.3%

売上総利益 32.5 9.6% 34.0 6.1% 37.6 -1.4% 30.9 -8.9% 135.0 0.9%

販売管理費 26.5 4.0% 27.8 1.3% 28.8 -3.2% 27.4 -11.8% 110.5 -2.8%

営業利益 6.0 43.7% 6.2 35.3% 8.8 5.2% 3.5 20.9% 24.5 22.5%

当期純利益 4.3 134.2% 4.5 33.3% 6.4 -1.7% 2.9 60.0% 18.1 34.0%

1Q 2Q 通期3Q 4Q
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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参考情報

（億円単位）

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 


年度使用



				2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				205.0		110.4%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				8.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				6.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		25.23				42.67				17.44		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				205.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



				1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















業績予想



				21年3月期				22年3月期予想 ヨソウ				増減						22年3月期 ネン ガツ キ								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		420.0		100%		4.7		1.1%				420.0		0.0%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		472		42,000		42,000		0		41,528		42,000		472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(426.2)				(10.9)		(2.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		(28,158)								28,158

		営業利益		20.0		4.8%		25.0		6.0%		5.0		25.0%				22.0		13.6%				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		(13,370)								13,370

		当期純利益		13.5		3.3%		19.0		4.5%		5.5		40.7%				17.0		11.8%				販管費 ハンカンヒ		11,370		(11,370)								11,370

																								営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		500		2,200		2,500		300		2,000		2,500		500

		（収益認識基準
 　適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		550		1,600		1,900		300		1,350		1,900		550

		上期 カミキ		196.8 				(208.3)				(11.5)		(5.8%)										ROE		3.6%		1.3%		4.1%		4.9%		0.8%		3.6%		4.9%		1.3%

		下期 シモキ		218.5 				(217.9)				(△0.6)		(△0.3%)



		ROE		3.6%				4.9%				1.3p												上期・1Q カミキ		19,678						20,544				19,678

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		65.15				91.69				26.54		0.00										下期・2Q シモキ		21,850						21,456				21,850



		フリーCF		28.4  				5.2  				△23.2		0.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				132.1  				△1.3		0.0										期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,600		1,900				1,350		1,900

		(事業別売上高）																						　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		193						(21)				193		(21)

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!										上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,078				39,045		39,323				38,078		39,323

		テープ事業		196.8 		47%		205.4 		49%		8.6		4%										ROE		3.6%				4.1%		4.9%				3.6%		4.9%

		海外事業		218.5 		53%		214.6 		51%		△3.9		△2%











業績予想 (上下)



				上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						-11.3						420.0										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		41,528		42,000		472		0		(1,135)		(1,135)		41,528		42,000		472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		(△8)		(△8)		ERROR:#DIV/0!		(426)		(11)		(2.6%)						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		41,528		42,620		1,092		0		(794)		(794)		41,528		42,620		1,092

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		0.5		0.5		△4998400.0%		25.0		5.0		25.0%						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		0.9		0.9		ERROR:#DIV/0!		19.0		5.5		40.7%						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		2,000		2,500		500		(0)		50		50		2,000		2,500		500

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		1,350		1,900		550		0		90		90		1,350		1,900		550

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

						2021年3月期				2022年3月期計画				前期比								2021年3月期				2022年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		110		27%		116		27%		6%						ヘルスケア		11,023		27%		11,630		28%		6%

				EC		37		9%		38		9%		2%						EC		3,694		9%		3,750		9%		2%

				オフィスホーム		55		13%		53		13%		-3%						オフィスホーム		5,512		13%		5,320		13%		-3%

		　コンシューマー				202		49%		207		49%		2%				　コンシューマー				20,229		49%		20,700		49%		2%

		　医療材				55		13%		59		14%		7%				　医療材				5,480		13%		5,870		14%		7%

		　工業品				129		31%		129		31%		-0%				　工業品				12,909		31%		12,900		31%		-0%

		国内事業				386		93%		395		94%		2%				国内事業				38,618		93%		39,470		94%		2%

		海外事業				29		7%		32		8%		8%				海外事業				2,910		7%		3,150		8%		8%

		収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								-6		-1%						収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								(620)		-1%

		　　　全社				415		100%		420		100%		1%				　　　全社				41,528		100%		42,000		100%		1%







計画フィールド内訳

				21年3月期 ネン ガツ キ																								22年3月期 ネン ガツ キ

										NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		特売費・バッファ調整 トクバイ ヒ チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		11,095.7		-72.9		0.0		-380.0		10,642.8		26%		11,022.8						11,785.5		-100.0				-380.0		-57.3		11,248.2		26.8%		605.3		5.7%		11,628		605.3		5.5%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,693.8						-20.0		3,673.8		9%		3,693.8						3,772.1						-20.0		-18.3		3,733.8		8.9%		60.0		1.6%		3,754		60.0		1.6%												3,693.8

								オフィスホーム		5,508.9				3.0		-140.0		5,371.9		13%		5,511.9						5,350.9						-140.0		-26.0		5,184.9		12.3%		-187.0		-3.5%		5,325		-187.0		-3.4%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				20,298.4		-72.9		3.0		-540.0		19,688.5		48%		20,228.5						20,908.5		-100.0		0.0		-540.0		-101.7		20,166.8		48.0%		478.3		2.4%		20,707		478.3		2.4%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,253.4		-0.9		1,227.4		-35.0		5,444.9		13%		5,479.9						4,647.1				1,250.0		-35.0		-22.6		5,839.5		13.9%		394.5		7.2%		5,874		394.5		7.2%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		12,728.6		-53.9		235.0		-20.0		12,889.7		32%		12,909.7						12,824.4		-100.0		250.0		-20.0		-62.4		12,892.1		30.7%		2.3		0.0%		12,912		2.3		0.0%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				37,280.4		-127.6		1,465.4		-595.0		38,023.2		93%		38,618.2						38,380.0		-200.0		1,500.0		-595.0		-186.7		38,898.3		92.6%		875.2		2.3%		39,493		875.2		2.3%												37,724.8

						海外 カイガイ				2,675.1		-252.9		487.8		-25.0		2,885.0		7%		2,910.0						2,740.0		-950.0		1,350.0		-25.0		-13.3		3,101.7		7.4%		216.7		7.5%		3,127		216.7		7.4%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				39,955.5		-380.6		1,953.2		-620.0		40,908.1		100%		41,528.1						41,120.0		-1,150.0		2,850.0		-620.0		-200.0		42,000.0		100%		1,091.9		2.7%		42,620		1,091.9		2.6%												40,399.9		444.387		39,955.5

														41,528.1								-620.0								42,820.0						-200										-620.0		0.0		0.0%

																						40,908																0								42,000		1,091.9		2.7%

																																																						12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115

						フィールド別連結売上高　2020年度 ベツ レンケツ ウリアゲ ダカ ネンド								通期（4-3月） ツウキ ガツ																																								5500050		5500.05		-49.137		5450.913

																																																						21332165		21332.165				21332.165

										ニチバン								グループ３社外販 シャ ガイハン								連結計 レンケツ ケイ		構成比 コウセイヒ																										4700000		4700		-132.946		4567.054

										国内 コクナイ		海外 カイガイ				連結相殺 レンケツ ソウサイ		プリント

nichiban: 通販・保険は BtoC
他は全て BtoB		テクノ

nichiban: 紙管、樹脂など。
全て BtoBビジネス		メディカル

nichiban: 透析キット、
覆布・両面（医療器具の中間材）、
アースなど
全て BtoBビジネス		NT																														12777835		12777.835		-53.408		12724.427

						メディカル		ヘルスケア		11,095.7						-72.9 										11,022.8		26.5%																										38810000		38810				38810

								医療材 イリョウ ザイ		4,253.4						-0.9 						1,227.4				5,479.9		13.2%																										2690000		2690				2690

								国内 コクナイ																		16,502.7		39.7%																										41500000		41500				41500

								海外 カイガイ				1,107.3				-200.1 								283.2		1,190.3		2.9%

								海外含む計 カイガイ フク ケイ																		17,693.1		42.6%

						テープ		オフィスホーム		8,899.1						-0.0 		12.0								8,911.0		21.5%

								工業品 コウギョウ ヒン		12,963.4						-53.9 		224.5		1.5						13,135.6		31.6%

								国内 コクナイ																		22,046.6		53.1%

								海外 カイガイ				1,636.5				-52.8 								204.6		1,788.4		4.3%

								海外含む計 カイガイ フク ケイ																		23,835.0		57.4%

						海外 カイガイ						2,743.8				-252.9 								487.8		2,978.7		7.2%

						合計 ゴウケイ				0.0				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				41,528.1		100%





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期2Q実績 キ ジッセキ				877.5



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ				-166.9										増産（売価） ゾウサン バイカ		2,778		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-75.6										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		1,476		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		915

						賃借料 チンシャク リョウ														増収 ゾウシュウ		1,154										TP増収 ゾウシュウ		245

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-89.2										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		670

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				749.0										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		539										利益率差分 リエキ リツ サブン		14%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				94.2										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		726		3月 ガツ										94

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		210.2		9月 ガツ		5720

						人件費 ジンケンヒ														増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		749.0				6446

						物流費 ブツリュウ ヒ

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ				-133.5

						その他 タ



						2022/3期2Q実績 キ ジッセキ				1,222.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		8.8		2021/3期2Q実績		21/3期2Q キ		8.8

		グラフ用 ヨウ		7.2		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						8.8		7.2

				0.9		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						16.0		0.9

				-1.7		広告・販促費増 コウコク ハンソク ヒ ゾウ						15.2				1.7

				-0.9		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						14.3				0.9

				-0.8		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						13.5				0.8

				-1.3		管理費・委託経費等増 カンリ ヒ イタク ケイヒ トウ ゾウ						12.2				1.3

				12.2		2022/3期2Q実績		22/3期2Q キ		12.2

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								21/3期2Q キ		196.8

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ		193.9		ヘルスケア						196.8		6.7

		フィールド別 ベツ				EC						203.5		0.4

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						202.8				1.1

						医療材 イリョウ ザイ						202.8		2.1

						工業品 コウギョウ ヒン						204.9		2.9

						海外 カイガイ						207.8		0.4

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						205.4				2.8

								22/3期2Q キ		205.4

										8.6				12.5		-3.9

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期2Q計画 キ ケイカク				800.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ				150.0												NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				130.0

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ



						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン				70.0										HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ														NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期2Q実績 キ ジッセキ				1,222.5																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		8		2022/3期2Q計画		22/3期2Q計画 キ ケイカク		8

				1.5		政策経費実施期ズレ セイサク ケイヒ ジッシ キ						8.0		1.5

				1.1		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						9.5		1.1

				0.8		管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン						10.6		0.8

				0.8		その他 タ						11.4		0.8

				12.2		2022/3期2Q実績		22/3期2Q実績 キ ジッセキ		12.2



利益	

21/3期2Q	22/3期2Q	8.8000000000000007	12.2	21/3期2Q	22/3期2Q	8.8000000000000007	16	15.2	14.299999999999999	13.499999999999998	12.199999999999998	増	

21/3期2Q	22/3期2Q	7.2	0.9	減	

21/3期2Q	22/3期2Q	1.7	0.9	0.8	1.3	





売上高	

21/3期2Q	22/3期2Q	196.8	205.4	21/3期2Q	22/3期2Q	196.8	203.5	202.8	202.8	204.9	207.8	205.4	増	

21/3期2Q	22/3期2Q	6.7	0.4	2.1	2.9	0.4	減	





21/3期2Q	22/3期2Q	1.1000000000000001	2.8	





売上高	

21/3期2Q	22/3期2Q	196.8	205.4	21/3期2Q	22/3期2Q	196.8	203.5	202.8	202.8	204.9	207.8	205.4	増	

21/3期2Q	22/3期2Q	6.7	0.4	2.1	2.9	0.4	減	





21/3期2Q	22/3期2Q	1.1000000000000001	2.8	





利益	

22/3期2Q計画	22/3期2Q実績	8	12.2	22/3期2Q計画	22/3期2Q実績	8	9.5	10.6	11.4	増	

22/3期2Q計画	22/3期2Q実績	1.5	1.1000000000000001	0.8	0.8	減	22/3期2Q計画	22/3期2Q実績	





利益	

21/3期2Q	22/3期2Q	8.8000000000000007	12.2	21/3期2Q	22/3期2Q	8.8000000000000007	16	15.2	14.299999999999999	13.499999999999998	12.199999999999998	増	

21/3期2Q	22/3期2Q	7.2	0.9	減	

21/3期2Q	22/3期2Q	1.7	0.9	0.8	1.3	





0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.308	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.308	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.308	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.308	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.308	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ロイヒ™越境EC	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	ケアリーヴ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.19	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.18	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.57999999999999996	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.45	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.308	アジア向け	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9962823049709186	6.1162079510703373	5.1376146788990829	3.8532110091743119	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9962823049709186	6.1162079510703373	5.1376146788990829	3.8532110091743119	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9962823049709186	6.1162079510703373	5.1376146788990829	3.8532110091743119	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9962823049709186	6.1162079510703373	5.1376146788990829	3.8532110091743119	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9962823049709186	6.1162079510703373	5.1376146788990829	3.8532110091743119	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9962823049709186	6.1162079510703373	5.1376146788990829	3.8532110091743119	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ

				 （単位：円)																		当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ												当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																						売上				売上												売上				売上				粗利								粗利

										今年 コンネン				今年 コンネン				今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				今年 コンネン		今年 コンネン		今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	
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損益等（営業利益の増減分析）

増収・増産による大幅増益効果も
原材料価格高騰によるマイナス影響大きい
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前期比 計画（業績予想）比

増収・増産

高付加価値事業（メディカル）伸長

減価償却費増加

物流費等増加

原材料価格高騰

増収・増産

原材料価格高騰の進行

特売費・返品調整等増加

その他

原材料価格高騰の進行によるマイナスが
売上の上振れによる増益効果を上回る

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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年度使用



		（億円単位） オクエン タンイ		2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				205.0		110.4%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				8.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				6.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		25.23				42.67				17.44		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				205.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



		（億円単位） オクエン タンイ		1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















年度使用 (計画比)



		（億円単位） オクエン タンイ		2021年3月期計画 ケイカク				2022年3月期				増減						2022年3月期
2/8公表計画 ネン ガツ キ コウヒョウ ケイカク												今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				期首時点 当初計画 キシュ ジテン トウショ ケイカク		増減率 ゾウゲン リツ										前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		420.0		100%		431.3		100%		11.3		2.7%				420.0		2.7%		2.7%		2.7%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		42,000		1,135

		営業利益		25.0		4.8%		24.5		5.7%		△0.5		△2.0%				22.0		11.4%		△2.0%		11.4%				売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638

		当期純利益		19.0		3.3%		18.1		4.2%		△0.9		△4.7%				17.0		6.5%		△4.7%		6.5%				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496

																												販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046

																												営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,200		250

		(事業別売上高）																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,700		110

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!								ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		4.1%		ERROR:#REF!

		テープ事業		96.7 		22%		101.5 		24%		4.8		ERROR:#DIV/0!				420.0 		ERROR:#DIV/0!

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!

																												上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																												下期・2Q シモキ		32,332						32,976

																																								38.0



																												期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				38,066

																												　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(622)

																												　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,700

																												　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				(21)

																												上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				39,123

																												ROE		3.6%				4.9%		4.7%				4.4%

																												期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																												　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																												　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																												　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																												期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																												ROE						4.1%		4.7%





業績予想



		（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3		100%		450.0		100%		18.7		4.3%				205.0		119.5%				売上高 ウリアゲ ダカ		43,135		45,000		1,865

		営業利益		24.5		5.7%		25.0		5.6%		0.5		2.0%										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		29,638		29,638

		当期純利益		18.1		4.2%		30.0		6.7%		11.9		65.8%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,496		15,362

																								販管費 ハンカンヒ		11,046		11,046

		ROE 		4.7%				7.5%				2.8p												営業利益 エイギョウ リエキ		2,450.017		2,500.000		50

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		87.34				144.78				57.44		0.00				8.0		ERROR:#REF!				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,810		3,000		1,190

																		6.0		ERROR:#REF!				ROE		4.7%		7.5%





																								上期・1Q カミキ		9,196		10,158

																								下期・2Q シモキ		33,939		34,842







																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		38,078		38,961

																								　　　配当 ハイトウ		(621)		(621)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,810		3,000

																								　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(306)

																								上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,961		41,340

																								ROE		4.7%		7.5%

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン				38,961

																								　　　配当 ハイトウ				(622)

																								　　　利益 リエキ				3,000

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン				(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン				41,318

																								ROE				7.5%





業績予想 (上下)



		（億円単位） オクエン タンイ		上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

				（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期計画				前期比						（億円単位） オクエン タンイ		2022年3月期				2023年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		113		26%		119		27%		5%						ヘルスケア		11,262		26%		11,867		26%		5%

				EC		38		9%		42		9%		10%						EC		3,812		9%		4,192		9%		10%

				オフィスホーム		55		13%		54		12%		-2%						オフィスホーム		5,455		13%		5,358		12%		-2%

		　コンシューマー				205		48%		214		48%		4%				　コンシューマー				20,529		48%		21,417		48%		4%

		　医療材				58		13%		62		14%		7%				　医療材				5,809		13%		6,206		14%		7%

		　工業品				133		31%		136		30%		2%				　工業品				13,287		31%		13,552		30%		2%

		国内事業				396		92%		412		92%		4%				国内事業				39,625		92%		41,176		92%		4%

		海外事業				35		8%		38		8%		9%				海外事業				3,510		8%		3,824		8%		9%

		　　　全社				431		100%		450		100%		4%				　　　全社				43,135		100%		45,000		100%		4%









計画フィールド内訳

				22年3月期 ネン ガツ キ																												23年3月期 ネン ガツ キ

										NB		移管調整 イカン チョウセイ		移管調整 イカン チョウセイ		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		バッファ調整 チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		12,236.3		(12,564)		12,169		-77.8				-502.3		11,261.5		26%		11,763.8						12,380.1		-70.0				-390.7		-52.1		11,867.3		26.4%		605.8		5.4%		12,258		494.2		4.2%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,720.9		(3,721)		3,845						-32.9		3,812.4		9%		3,845.3						4,235.9						-25.6		-17.8		4,192.5		9.3%		380.1		10.0%		4,218		372.8		9.7%												3,693.8

								オフィスホーム		5,271.7		(5,313)		5,583				28.8		-115.7		5,455.0		13%		5,570.7						5,470.7						-90.0		-23.0		5,357.7		11.9%		-97.4		-1.8%		5,448		-123.1		-2.2%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				21,228.9		(21,598)		21,598		-77.8		28.8		-650.9		20,528.9		48%		21,179.8						22,086.7		-70.0		0.0		-506.3		-93.0		21,417.5		47.6%		888.6		4.3%		21,924		743.9		3.5%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,644.3		(4,786)		4,786		-0.8		1,178.3		-12.2		5,809.4		13%		5,821.6						4,936.7				1,300.0		-9.5		-20.8		6,206.4		13.8%		397.0		6.8%		6,216		394.3		6.8%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		13,163.7		(13,255)		13,255		-57.7		216.6		-36.2		13,286.6		31%		13,322.8						13,446.6		-70.0		260.0		-28.2		-56.6		13,551.9		30.1%		265.3		2.0%		13,580		257.2		1.9%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				39,036.9		(39,639)		39,639		-136.3		1,423.7		-699.3		39,624.9		92%		40,324.2						40,470.0		-140.0		1,560.0		-543.9		-170.3		41,175.8		91.5%		1,550.9		3.9%		41,720		1,395.5		3.5%												37,724.8

						海外 カイガイ				3,022.4		(3,096)		3,096		-1,180.2		1,696.0		-28.4		3,509.7		8%		3,538.1						3,250.0		-1,450.0		2,060.0		-22.1		-13.7		3,824.2		8.5%		314.5		9.0%		3,846		308.2		8.7%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				42,059.3		(42,735)		42,735		-1,316.5		3,119.7		-727.7		43,134.6		100%		43,862.3						43,720.0		-1,590.0		3,620.0		-566.0		-184.0		45,000.0		100%		1,865.4		4.3%		45,566		1,703.7		3.9%												40,399.9		444.387		39,955.5

																		43,862.3								-727.7								45,750.0																-566.0		161.7		-22.2%

																										43,135												(566)		(184)		0								45,000		1,865.4		4.3%

																																																								12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期実績 キ ジッセキ				2,000.3



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ														増産（売価） ゾウサン バイカ		3,861		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-202.5										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		2,369		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		1,227

						賃借料 チンシャク リョウ														売上増収 ウリアゲ ゾウシュウ		2,369										TP増収 ゾウシュウ		379

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-401.5										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		848

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				1,167.6										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		865										利益率差分 リエキ リツ サブン		10%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				84.7										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		585		3月 ガツ										85

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		331.1		10月 ガツ		5,472

																				増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		1,195.7				6,057

						物流費 ブツリュウ ヒ				-166.5

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ

						その他 タ				-32.1



						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		20.0		2021/3期実績		2021/3期 キ		20

		グラフ用 ヨウ		11.6		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						20.0		11.6

				0.8		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						31.6		0.8

				-2.0		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						30.4				2.0

				-4.0		原材料価格 ゲンザイリョウ カカク						26.4				4.0

				-1.9		物流費等増加 ブツリュウ ヒ トウ ゾウカ						24.5				1.9

				24.5		2022/3期実績		2022/3期 キ		24.5

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期計画 キ ケイカク				2,500.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ																NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-120.0

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				350.0

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ

						販売促進費増 ハンバイ ソクシン ヒ ゾウ				-220.0

						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン														HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ				-60.0										NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		25.0		2022/3期計画		2022/3期計画		25.0

				3.5		売上増 ウリアゲ ゾウ						25.0		3.5

				1.5		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						27.0				1.5

				1.8		販売促進費等増加 ハンバイ ソクシン ヒ トウ ゾウカ						25.2				1.8

				0.7		その他 タ						24.5				0.7

				24.5		2022/3期実績		2022/3期実績		24.5

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								2021/3期		415.3

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ				ヘルスケア						415.3		11.3

		フィールド別 ベツ				EC						426.6		0.3

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						424.7				2.2

						医療材 イリョウ ザイ						424.7		3.4

						工業品 コウギョウ ヒン						428.1		4.2

						海外 カイガイ						432.3		6.3

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						431.3				7.3

								2022/3期		431.3

										16.0				25.5		-9.5



利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





利益	

2022/3期計画	2022/3期実績	25	24.5	2022/3期計画	2022/3期実績	25	27	25.2	24.5	増	

2022/3期計画	2022/3期実績	3.5	減	

2022/3期計画	2022/3期実績	1.5	1.8	0.7	





利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





0

0

0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ

				 （単位：円)																		当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ												当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																						売上				売上												売上				売上				粗利								粗利

										今年 コンネン				今年 コンネン				今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				今年 コンネン		今年 コンネン		今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	






年度使用



				2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				205.0		110.4%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				8.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				6.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		25.23				42.67				17.44		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				205.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



				1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















業績予想



				21年3月期				22年3月期予想 ヨソウ				増減						22年3月期 ネン ガツ キ								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		420.0		100%		4.7		1.1%				420.0		0.0%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		472		42,000		42,000		0		41,528		42,000		472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(426.2)				(10.9)		(2.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		(28,158)								28,158

		営業利益		20.0		4.8%		25.0		6.0%		5.0		25.0%				22.0		13.6%				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		(13,370)								13,370

		当期純利益		13.5		3.3%		19.0		4.5%		5.5		40.7%				17.0		11.8%				販管費 ハンカンヒ		11,370		(11,370)								11,370

																								営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		500		2,200		2,500		300		2,000		2,500		500

		（収益認識基準
 　適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		550		1,600		1,900		300		1,350		1,900		550

		上期 カミキ		196.8 				(208.3)				(11.5)		(5.8%)										ROE		3.6%		1.3%		4.1%		4.9%		0.8%		3.6%		4.9%		1.3%

		下期 シモキ		218.5 				(217.9)				(△0.6)		(△0.3%)



		ROE		3.6%				4.9%				1.3p												上期・1Q カミキ		19,678						20,544				19,678

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		65.15				91.69				26.54		0.00										下期・2Q シモキ		21,850						21,456				21,850



		フリーCF		28.4  				5.2  				△23.2		0.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				132.1  				△1.3		0.0										期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,600		1,900				1,350		1,900

		(事業別売上高）																						　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		193						(21)				193		(21)

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!										上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,078				39,045		39,323				38,078		39,323

		テープ事業		196.8 		47%		205.4 		49%		8.6		4%										ROE		3.6%				4.1%		4.9%				3.6%		4.9%

		海外事業		218.5 		53%		214.6 		51%		△3.9		△2%











業績予想 (上下)



				上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						-11.3						420.0										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		41,528		42,000		472		0		(1,135)		(1,135)		41,528		42,000		472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		(△8)		(△8)		ERROR:#DIV/0!		(426)		(11)		(2.6%)						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		41,528		42,620		1,092		0		(794)		(794)		41,528		42,620		1,092

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		0.5		0.5		△4998400.0%		25.0		5.0		25.0%						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		0.9		0.9		ERROR:#DIV/0!		19.0		5.5		40.7%						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		2,000		2,500		500		(0)		50		50		2,000		2,500		500

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		1,350		1,900		550		0		90		90		1,350		1,900		550

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

						2021年3月期				2022年3月期計画				前期比								2021年3月期				2022年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		110		27%		116		27%		6%						ヘルスケア		11,023		27%		11,630		28%		6%

				EC		37		9%		38		9%		2%						EC		3,694		9%		3,750		9%		2%

				オフィスホーム		55		13%		53		13%		-3%						オフィスホーム		5,512		13%		5,320		13%		-3%

		　コンシューマー				202		49%		207		49%		2%				　コンシューマー				20,229		49%		20,700		49%		2%

		　医療材				55		13%		59		14%		7%				　医療材				5,480		13%		5,870		14%		7%

		　工業品				129		31%		129		31%		-0%				　工業品				12,909		31%		12,900		31%		-0%

		国内事業				386		93%		395		94%		2%				国内事業				38,618		93%		39,470		94%		2%

		海外事業				29		7%		32		8%		8%				海外事業				2,910		7%		3,150		8%		8%

		収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								-6		-1%						収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								(620)		-1%

		　　　全社				415		100%		420		100%		1%				　　　全社				41,528		100%		42,000		100%		1%







計画フィールド内訳

				22年3月期 ネン ガツ キ																												23年3月期 ネン ガツ キ

										NB		移管調整 イカン チョウセイ		移管調整 イカン チョウセイ		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		バッファ調整 チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		12,236.3		(12,564)		12,169		-77.8				-502.3		11,261.5		26%		11,763.8						12,380.1		-70.0				-390.7		-52.1		11,867.3		26.4%		605.8		5.4%		12,258		494.2		4.2%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,720.9		(3,721)		3,845						-32.9		3,812.4		9%		3,845.3						4,235.9						-25.6		-17.8		4,192.5		9.3%		380.1		10.0%		4,218		372.8		9.7%												3,693.8

								オフィスホーム		5,271.7		(5,313)		5,583				28.8		-115.7		5,455.0		13%		5,570.7						5,470.7						-90.0		-23.0		5,357.7		11.9%		-97.4		-1.8%		5,448		-123.1		-2.2%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				21,228.9		(21,598)		21,598		-77.8		28.8		-650.9		20,528.9		48%		21,179.8						22,086.7		-70.0		0.0		-506.3		-93.0		21,417.5		47.6%		888.6		4.3%		21,924		743.9		3.5%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,644.3		(4,786)		4,786		-0.8		1,178.3		-12.2		5,809.4		13%		5,821.6						4,936.7				1,300.0		-9.5		-20.8		6,206.4		13.8%		397.0		6.8%		6,216		394.3		6.8%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		13,163.7		(13,255)		13,255		-57.7		216.6		-36.2		13,286.6		31%		13,322.8						13,446.6		-70.0		260.0		-28.2		-56.6		13,551.9		30.1%		265.3		2.0%		13,580		257.2		1.9%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				39,036.9		(39,639)		39,639		-136.3		1,423.7		-699.3		39,624.9		92%		40,324.2						40,470.0		-140.0		1,560.0		-543.9		-170.3		41,175.8		91.5%		1,550.9		3.9%		41,720		1,395.5		3.5%												37,724.8

						海外 カイガイ				3,022.4		(3,096)		3,096		-1,180.2		1,696.0		-28.4		3,509.7		8%		3,538.1						3,250.0		-1,450.0		2,060.0		-22.1		-13.7		3,824.2		8.5%		314.5		9.0%		3,846		308.2		8.7%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				42,059.3		(42,735)		42,735		-1,316.5		3,119.7		-727.7		43,134.6		100%		43,862.3						43,720.0		-1,590.0		3,620.0		-566.0		-184.0		45,000.0		100%		1,865.4		4.3%		45,566		1,703.7		3.9%												40,399.9		444.387		39,955.5

																		43,862.3								-727.7								45,750.0																-566.0		161.7		-22.2%

																										43,135												(566)		(184)		0								45,000		1,865.4		4.3%

																																																								12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期実績 キ ジッセキ				2,000.3



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ														増産（売価） ゾウサン バイカ		3,861		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-202.5										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		2,369		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		1,227

						賃借料 チンシャク リョウ														売上増収 ウリアゲ ゾウシュウ		2,369										TP増収 ゾウシュウ		379

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-401.5										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		848

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				1,167.6										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		865										利益率差分 リエキ リツ サブン		10%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				84.7										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		585		3月 ガツ										85

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		331.1		10月 ガツ		5,472

																				増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		1,195.7				6,057

						物流費 ブツリュウ ヒ				-166.5

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ

						その他 タ				-32.1



						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		20.0		2021/3期実績		2021/3期 キ		20

		グラフ用 ヨウ		11.6		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						20.0		11.6

				0.8		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						31.6		0.8

				-2.0		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						30.4				2.0

				-4.0		原材料価格 ゲンザイリョウ カカク						26.4				4.0

				-1.9		物流費等増加 ブツリュウ ヒ トウ ゾウカ						24.5				1.9

				24.5		2022/3期実績		2022/3期 キ		24.5

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								2021/3期		415.3

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ				ヘルスケア						415.3		11.3

		フィールド別 ベツ				EC						426.6		0.3

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						424.7				2.2

						医療材 イリョウ ザイ						424.7		3.4

						工業品 コウギョウ ヒン						428.1		4.2

						海外 カイガイ						432.3		6.3

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						431.3				7.3

								2022/3期		431.3

										16.0				25.5		-9.5

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期計画 キ ケイカク				2,500.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ																NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-120.0

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				350.0

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ

						販売促進費増 ハンバイ ソクシン ヒ ゾウ				-220.0

						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン														HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ				-60.0										NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		25.0		2022/3期計画		2022/3期計画		25.0

				3.5		売上増 ウリアゲ ゾウ						25.0		3.5

				1.2		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						27.3				1.2

				2.2		販売促進費等増加 ハンバイ ソクシン ヒ トウ ゾウカ						25.1				2.2

				0.6		その他 タ						24.5				0.6

				24.5		2022/3期実績		2022/3期実績		24.5



利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





利益	

2022/3期計画	2022/3期実績	25	24.5	2022/3期計画	2022/3期実績	25	27.3	25.1	24.5	増	

2022/3期計画	2022/3期	実績	3.5	減	

2022/3期計画	2022/3期実績	1.2	2.2000000000000002	0.6	





利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





0

0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ケアリーヴ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.19	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/	3期	0.18	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.57999999999999996	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.45	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	アジア向け	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	ロイヒ™越境EC	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ

				 （単位：円)																		当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ												当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																						売上				売上												売上				売上				粗利								粗利

										今年 コンネン				今年 コンネン				今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				今年 コンネン		今年 コンネン		今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	







損益等（事業フィールド別売上高）
フィールド別売上高、前期比増減

415.3億

431.3億

+11.3億

+0.3億

+3.4億

+4.2億

+6.3億

△2.2億

△7.3億

400 410 420 430 440 450

2021/3期

2022/3期

0

ヘルスケア

医療材

オフィスホーム

工業品 133億、+3％

※1 前期比較のため以下の調整を行っています。
・事業フィールド売上高

収益認識基準適用前の金額
・前期比

2021年度組織改定による売上移管（管掌変更）を考慮
※2 海外売上高は親会社（3月決算）からドイツ販社（12月決

算）への売上移管・連結消去による一時的なマイナス影響
を含んでおり、実質的な増収幅は上記表示よりも大きい

122億、+10％

37億、 +1％

53億、 △4％

58億、 +6％

海外※2

EC

収益認識基準適用の影響額

35億、+22％

事業フィールド売上高、前期比※1

ヘルスケア
主力製品伸長

医療材
ワクチン接種需要へ止血製
品供給

術後ケア新規開拓進展

海外
前期コロナ禍より復調
重点製品拡大

工業品
セロテープ®SDGs訴求
値上げ前駆込みあり

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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年度使用



				2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				205.0		110.4%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				8.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				6.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		25.23				42.67				17.44		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				205.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



				1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















業績予想



				21年3月期				22年3月期予想 ヨソウ				増減						22年3月期 ネン ガツ キ								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		420.0		100%		4.7		1.1%				420.0		0.0%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		472		42,000		42,000		0		41,528		42,000		472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(426.2)				(10.9)		(2.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		(28,158)								28,158

		営業利益		20.0		4.8%		25.0		6.0%		5.0		25.0%				22.0		13.6%				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		(13,370)								13,370

		当期純利益		13.5		3.3%		19.0		4.5%		5.5		40.7%				17.0		11.8%				販管費 ハンカンヒ		11,370		(11,370)								11,370

																								営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		500		2,200		2,500		300		2,000		2,500		500

		（収益認識基準
 　適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ																						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		550		1,600		1,900		300		1,350		1,900		550

		上期 カミキ		196.8 				(208.3)				(11.5)		(5.8%)										ROE		3.6%		1.3%		4.1%		4.9%		0.8%		3.6%		4.9%		1.3%

		下期 シモキ		218.5 				(217.9)				(△0.6)		(△0.3%)



		ROE		3.6%				4.9%				1.3p												上期・1Q カミキ		19,678						20,544				19,678

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		65.15				91.69				26.54		0.00										下期・2Q シモキ		21,850						21,456				21,850



		フリーCF		28.4  				5.2  				△23.2		0.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				132.1  				△1.3		0.0										期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,600		1,900				1,350		1,900

		(事業別売上高）																						　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		193						(21)				193		(21)

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!										上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,078				39,045		39,323				38,078		39,323

		テープ事業		196.8 		47%		205.4 		49%		8.6		4%										ROE		3.6%				4.1%		4.9%				3.6%		4.9%

		海外事業		218.5 		53%		214.6 		51%		△3.9		△2%











業績予想 (上下)



				上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						-11.3						420.0										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		41,528		42,000		472		0		(1,135)		(1,135)		41,528		42,000		472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		(△8)		(△8)		ERROR:#DIV/0!		(426)		(11)		(2.6%)						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		41,528		42,620		1,092		0		(794)		(794)		41,528		42,620		1,092

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		0.5		0.5		△4998400.0%		25.0		5.0		25.0%						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		0.9		0.9		ERROR:#DIV/0!		19.0		5.5		40.7%						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		2,000		2,500		500		(0)		50		50		2,000		2,500		500

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		1,350		1,900		550		0		90		90		1,350		1,900		550

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

						2021年3月期				2022年3月期計画				前期比								2021年3月期				2022年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		110		27%		116		27%		6%						ヘルスケア		11,023		27%		11,630		28%		6%

				EC		37		9%		38		9%		2%						EC		3,694		9%		3,750		9%		2%

				オフィスホーム		55		13%		53		13%		-3%						オフィスホーム		5,512		13%		5,320		13%		-3%

		　コンシューマー				202		49%		207		49%		2%				　コンシューマー				20,229		49%		20,700		49%		2%

		　医療材				55		13%		59		14%		7%				　医療材				5,480		13%		5,870		14%		7%

		　工業品				129		31%		129		31%		-0%				　工業品				12,909		31%		12,900		31%		-0%

		国内事業				386		93%		395		94%		2%				国内事業				38,618		93%		39,470		94%		2%

		海外事業				29		7%		32		8%		8%				海外事業				2,910		7%		3,150		8%		8%

		収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								-6		-1%						収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								(620)		-1%

		　　　全社				415		100%		420		100%		1%				　　　全社				41,528		100%		42,000		100%		1%







計画フィールド内訳

				22年3月期 ネン ガツ キ																												23年3月期 ネン ガツ キ

										NB		移管調整 イカン チョウセイ		移管調整 イカン チョウセイ		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		バッファ調整 チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		12,236.3		(12,564)		12,169		-77.8				-502.3		11,261.5		26%		11,763.8						12,380.1		-70.0				-390.7		-52.1		11,867.3		26.4%		605.8		5.4%		12,258		494.2		4.2%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,720.9		(3,721)		3,845						-32.9		3,812.4		9%		3,845.3						4,235.9						-25.6		-17.8		4,192.5		9.3%		380.1		10.0%		4,218		372.8		9.7%												3,693.8

								オフィスホーム		5,271.7		(5,313)		5,583				28.8		-115.7		5,455.0		13%		5,570.7						5,470.7						-90.0		-23.0		5,357.7		11.9%		-97.4		-1.8%		5,448		-123.1		-2.2%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				21,228.9		(21,598)		21,598		-77.8		28.8		-650.9		20,528.9		48%		21,179.8						22,086.7		-70.0		0.0		-506.3		-93.0		21,417.5		47.6%		888.6		4.3%		21,924		743.9		3.5%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,644.3		(4,786)		4,786		-0.8		1,178.3		-12.2		5,809.4		13%		5,821.6						4,936.7				1,300.0		-9.5		-20.8		6,206.4		13.8%		397.0		6.8%		6,216		394.3		6.8%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		13,163.7		(13,255)		13,255		-57.7		216.6		-36.2		13,286.6		31%		13,322.8						13,446.6		-70.0		260.0		-28.2		-56.6		13,551.9		30.1%		265.3		2.0%		13,580		257.2		1.9%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				39,036.9		(39,639)		39,639		-136.3		1,423.7		-699.3		39,624.9		92%		40,324.2						40,470.0		-140.0		1,560.0		-543.9		-170.3		41,175.8		91.5%		1,550.9		3.9%		41,720		1,395.5		3.5%												37,724.8

						海外 カイガイ				3,022.4		(3,096)		3,096		-1,180.2		1,696.0		-28.4		3,509.7		8%		3,538.1						3,250.0		-1,450.0		2,060.0		-22.1		-13.7		3,824.2		8.5%		314.5		9.0%		3,846		308.2		8.7%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				42,059.3		(42,735)		42,735		-1,316.5		3,119.7		-727.7		43,134.6		100%		43,862.3						43,720.0		-1,590.0		3,620.0		-566.0		-184.0		45,000.0		100%		1,865.4		4.3%		45,566		1,703.7		3.9%												40,399.9		444.387		39,955.5

																		43,862.3								-727.7								45,750.0																-566.0		161.7		-22.2%

																										43,135												(566)		(184)		0								45,000		1,865.4		4.3%

																																																								12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期実績 キ ジッセキ				2,000.3



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ														増産（売価） ゾウサン バイカ		3,861		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-202.5										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		2,369		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		1,227

						賃借料 チンシャク リョウ														売上増収 ウリアゲ ゾウシュウ		2,369										TP増収 ゾウシュウ		379

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-401.5										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		848

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				1,167.6										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		865										利益率差分 リエキ リツ サブン		10%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				84.7										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		585		3月 ガツ										85

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		331.1		10月 ガツ		5,472

																				増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		1,195.7				6,057

						物流費 ブツリュウ ヒ				-166.5

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ

						その他 タ				-32.1



						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		20.0		2021/3期実績		2021/3期 キ		20

		グラフ用 ヨウ		11.6		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						20.0		11.6

				0.8		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						31.6		0.8

				-2.0		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						30.4				2.0

				-4.0		原材料価格 ゲンザイリョウ カカク						26.4				4.0

				-1.9		物流費等増加 ブツリュウ ヒ トウ ゾウカ						24.5				1.9

				24.5		2022/3期実績		2022/3期 キ		24.5

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期計画 キ ケイカク				2,500.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ																NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-120.0

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				350.0

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ

						販売促進費増 ハンバイ ソクシン ヒ ゾウ				-220.0

						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン														HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ				-60.0										NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		25.0		2022/3期計画		2022/3期計画		25.0

				3.5		売上増 ウリアゲ ゾウ						25.0		3.5

				1.5		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						27.0				1.5

				1.8		販売促進費等増加 ハンバイ ソクシン ヒ トウ ゾウカ						25.2				1.8

				0.7		その他 タ						24.5				0.7

				24.5		2022/3期実績		2022/3期実績		24.5

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								2021/3期		415.3

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ				ヘルスケア						415.3		11.3

		フィールド別 ベツ				EC						426.6		0.3

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						424.7				2.2

						医療材 イリョウ ザイ						424.7		3.4

						工業品 コウギョウ ヒン						428.1		4.2

						海外 カイガイ						432.3		6.3

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						431.3				7.3

								2022/3期		431.3

										16.0				25.5		-9.5



利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





利益	

2022/3期計画	2022/3期実績	25	24.5	2022/3期計画	2022/3期実績	25	27	25.2	24.5	増	

2022/3期計画	2022/3期実績	3.5	減	

2022/3期計画	2022/3期実績	1.5	1.8	0.7	





利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





0

0

0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ケアリーヴ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.19	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/	3期	0.18	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.57999999999999996	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.45	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	アジア向け	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.02	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	ロイヒ™越境EC	17/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ

				 （単位：円)																		当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ												当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																						売上				売上												売上				売上				粗利								粗利

										今年 コンネン				今年 コンネン				今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				今年 コンネン		今年 コンネン		今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	







BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム）
主力ブランド状況

前期比
+8％

ケアリーヴ™
国内No.1シェアへ
一般タイプ（クラスⅠ）
高機能タイプ（クラスⅡ）「治す力™」
コロナ禍で外傷減少するも
TVCM・Web施策、キャンペーン実施

ロイヒつぼ膏TMシリーズ
ロイヒ膏TMロキソプロフェン温感訴求

前期比
+23％

コロナ禍による外国人観光客減少するも
Web施策、キャンペーン実施

前期比
+12％

バトルウィン™テーピング
Wグリップ・指プロテクター拡大
SNSキャンペーン実施
インフルエンサー活用

✔

✔

✔

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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メディア・テレビCM

ケアリーヴ治す力™
冬のあかぎれに！

ロイヒ膏™ロキソプロフェン
肩こりの痛み、腰痛に

バトルウィン™指プロテクター
曲げると痛い指に



Web・SNS・EC施策

新製品

2022.3 ナイスタック™透明プラスチック用 小巻

2022.3 バトルウィン™ キネシオロジーテープ 強粘着

2022.1 セロテープ®大巻 ハンドカッター
（まっすぐ切れるタイプ）

2021.9 ナイスタック™透明プラスチック用 大巻
DELISH
KITCHEN（SNS）

ワザアリ™テープ
SNS施策 企業コラボレシピ

SEO対策
※検索結果リスト用に

製品Webページを最適化

ケアリーヴTM

冬場あかぎれ訴求

Web動画
広告配信 日本サッカー協会

公式＆バトルウィン™

サポートクラブ強化 SOCCER MEDICAL CAMP
（JYD） 開催

BtoC コンシューマー（ヘルスケア・EC・オフィスホーム）
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し

Twitter

企業価値向上に向けて
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参考情報

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 

イベント施策

ECプラットフォーマー
デジタルマーケティング施策



BtoB（医療材）
トピックス

止血製品（セサブリックTM）
新型コロナウィルス感染症
ワクチン接種需要を高いシェアで
取り込み大幅増

術後ケア（アスカブリック™）
アトファインの認知拡大
サージフィット新規拡大
ファスナート好調

前期比
+28％

前期比
+13％

都内大規模接種会場向けで
インジェクションパッドが伸長

術後トータルケアの提案で
患者QOL向上貢献

サステナブル重点課題

ス
ピ
ー
ド
重
視
の
開
発
連
動
体
制

持
続
可
能
な
医
療
体
制
貢
献

患
者
様Q

O
L

向
上

創傷被覆 ドレッシング材
高品質ウレタンジェル粘着剤使用

カテリープラス™の安心・安全

止血製品（セサブリックTM）
止血製品の国内No.1メーカーとして
需要増へ対応、感染対策に貢献

術後トータルケア（アスカブリック™）
患者様へ新たな価値提供

巻絆サージカルテープ
低刺激スキナゲート™を患者様へ

感
染
対
策

患
者Q

O
L

向
上

新製品

2022.2 ウイルス除去除菌スプレー「バリアサーティ™」

✔

✔

２０２３年３月期 見通し２０２２年３月期 概況 企業価値向上に向けて
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【Small Action For the Future】

賛同企業数

106社・団体（2022.5時点）

セロテープ®による環境訴求
粘着テープ価格改定

前期比

+８％

✔

賛同企業における廃棄
燃焼時に
削減できるCO²見込）

２０２３年３月期 見通し２０２２年３月期 概況

BtoB（工業品）

11

参考情報企業価値向上に向けて
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SDGs貢献

原材料等価格高騰への対応

原材料及び物流費、副資材の価格高騰に伴う
急激なコスト上昇への対応

■対象品：セロテープ®ほか包装用テープを中心とした

各種テープ

■改定額 ：現行価格より10％～20％以上引き上げ

（2022年1月発表、2022年3月出荷分より適用）

地域限定（中部・東北）
セロテープ® テレビCM
CO²削減・脱プラスチック貢献

テレビCM

梱包用テープを含む 新製品

2021.9 バッグシーリングテープ和紙№270

2021.9 とめたつTMプラス TMA250

2021.8 建築塗装用マスキングテープ №255G

2021.5 セロテープ®ストアテープ リニューアル



ヘルスケアフィールド 売上高 122億円、前期比+10％
◆ケアリーヴTM +8％

一般タイプ ・ 高機能タイプ(治す力TM) ともに伸長
◆ロイヒTM +23％

前期インバウンド急減より一部回復、国内一般向け
拡大継続

２０２３年３月期 見通し

ECフィールド 売上高 37億円、前期比+1％
◆セロテープ® +0％

BtoB需要回復傾向も、コロナ前水準に戻らず
◆ナイスタックTM +0％

リアル店舗⇒ECシフトも、オフィス需要の減少傾向が継続

２０２２年３月期 概況

国内事業 売上実績
企業価値向上に向けて
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前期比較のため以下の調整を行っています。
・売上高：収益認識基準適用前の金額
・前期比：2021年度組織改定による売上移管（管掌変更）を考慮

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 

オフィスホームフィールド 売上高 53億円、前期比△4％
◆セロテープ® △2％

オフィス需要中心に減少継続
前期は上期に新学期需要シフト、パーソナル需要あり

◆ナイスタックTM △5％
オフィス需要の減少傾向が継続

工業品フィールド 売上高 133億円、前期比+3％
◆業務用セロハン・包装テープ +8％

セロテープ®SDGs訴求進展、印刷テープ拡大
値上げ前の需要前倒しあり

◆マスキングテープ +4％
モビリティメーカー回復、車両用増加 下期は鈍化傾向

◆野菜結束テープ △3％
価格改定による失地影響

医療材フィールド 売上高 58億円、前期比+6％
◆絆創膏 +3％
◆ドレッシング +4％
◆術後ケア +28％

外来・オペ件数回復
一時コロナ感染再拡大により鈍化も、下期は回復

◆止血製品 +13％
ワクチン接種需要に増産対応、供給実施

コンシューマー （BtoC） （BtoB）



海外事業
トピックス

NICHIBAN EUROPENICHIBAN（THAILAND）日本本社

テ
ー
プ
関
連

メ
デ
ィ
カ
ル
関
連

・欧州イベント需要回復鮮明

・展示会：独MEDICA出展

・北欧マスキングテープ展開

・医療材販売10ヶ国到達

・MDR法規制対応
⇒MDR審査完了

・オフィス需要学校再開

・マーケットイン開発品着手

・コロナ拡大バンコク市ロックダウン
・タイバーツ安

環
境

・インドネシアPanfix™市場活性化

・バングラデシュ、ベトナム、フィリピン
NICHIPORE™市場活性化～医療材拡大

施
策

・海上運賃高止まり

・中国 Ato fine™愛託美展開

・韓国 CARELEAVES™拡大継続

・海上輸送コンテナ不足

・ASEAN諸国薬事法規対応

販売3拠点持続的成長の取り組み

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて

13

参考情報

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 

・中国向け仕様マスキングテープ着手

・中国薬事法規対応
・学会のオンライン化

・学会出展、院内カンファレンス参加
・医療材製品拡大

環
境

施
策



海外事業
展示会・学会 出展

・独MEDICA（世界最大の医療見本市）出展 2021.11

主力製品・育成品

重
点
品
目

育
成
品
目

和紙マスキングテープ 止血製品CESABRIC™

Panfix™ Cellulose Tape（タイ製） CARELEAVES™

CATHEREEPLUS™ ROIHI-TSUBOKO™ Ato-fine™

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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・タイ・Burn and Wound Healing Association 2021.12

タイ熱傷創傷学会総会に出
展。多くの外科医、看護師の
方へ高品質なニチバン製品
をプレゼン。

126社来場
新規代理店成約



海外事業
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し

海外フィールド 売上高 35億円、前期比+22％
※海外売上高は、本社（3月決算）からドイツ販社（12月決算）への売上移管・連結消
去による一時的なマイナス影響を含んでおり、実質的な増収幅は上記表示よりも大きい

◆海外ケアリーヴTM +41％
製品ラインナップ拡充、下期に韓国向け中心に大幅伸長

◆海外止血製品 +12％
欧州・アジアの新規開拓進展、ワクチン接種需要も一部取込

◆海外マスキング +2％
欧州向け・中国向け継続、上期落込み⇒下期大幅伸長

◆PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ +31％
コロナ禍より需要戻し、環境訴求提案強化

海外フィールド 地域別 売上構成比

◆アジア 売上構成比57％
前期比 +33％

◆欧州 売上構成比31％
前期比 +8％

※欧州向けは、親会社（3月決算）からドイツ販社（12月決算）への売上移管・連結消去
による一時的なマイナス影響を含んでおり、実質的な増収幅は上記表示よりも大きい

57%31%

7%3% 2%
2022/3期

アジア

オセアニア

欧州

北米
その他

企業価値向上に向けて
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前期比較のため以下の調整を行っています。
・売上高：収益認識基準適用前の金額
・前期比：2021年度組織改定による売上移管

（管掌変更）を考慮
海外売上高は親会社（3月決算）からドイツ販社
（12月決算）への売上移管・連結消去による一時
的なマイナス影響を含んでおり、実質的な増収幅は
上記表示よりも大きい

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 

販売３拠点状況

【東京本社】
韓国向けケアリーヴTM伸長
和紙マスキング拡大

【タイ販社】
コロナ禍後の再開後に大幅伸長
ケアリーヴTM育成拡大
医療材止血製品 新規採用増

【欧州販社】
販売初年度 垂直立ち上げ
医療材止血製品
建築用和紙マスキング伸長


想定QA



				「2022年3月期第2四半期　決算説明会」　想定質問集 ネン ガツ キ ダイ シハンキ ケッサン セツメイ カイ ソウテイ シツモン シュウ																						44501



						想定質問 ソウテイ シツモン		回　　　答 カイ コタエ

				　特に想定される質問 （原材料価格、コロナ回復、組織改定、営業利益増減、海外販売拡大施策、スタートアップ協業、中計見直し、配当） トク ソウテイ シツモン ゲンザイリョウ カカク カイフク ソシキ カイテイ エイギョウ リエキ ゾウゲン カイガイ ハンバイ カクダイ シサク キョウギョウ チュウケイ ミナオ ハイトウ

						
原材料価格動向 ゲンザイリョウ カカク ドウコウ

										石化関連の原材料を中心に値上がり傾向が続いており、下期の損益見込は値上がり分を考慮しています。 セキカ カンレン ゲンザイリョウ チュウシン ネア ケイコウ ツヅ シモキ ソンエキ ミコミ ネア ブン コウリョ

										現時点では下期の利益を大幅に引き下げるような、（4、5億といった）規模にはなっていません。 ゲンジテン シモキ リエキ オオハバ ヒ サ オク キボ





										現時点では値上げの予定はありませんが、今後さらに主要原材料の価格の上昇、物流や資材関連などのコストアップなど、さまざまな状況を想定しながら、 ゲンジテン ネア ヨテイ コンゴ シュヨウ ゲンザイリョウ カカク ジョウショウ ブツリュウ ジョウキョウ ソウテイ

										値上げ実施の要否を検討いたします。 ネア ジッシ ヨウヒ ケントウ



						
コロナ禍からの需要回復動向 カ ジュヨウ カイフク ドウコウ

										販売動向はインバウンドを除きおおむね戻っていますが、一部製品または事業運営でのマイナス影響が長期化しています。 ハンバイ ドウコウ ノゾ モド イチブ セイヒン ジギョウ ウンエイ エイキョウ チョウキカ

										　　海外渡航制限 カイガイ トコウ セイゲン

										　　　　インバウンド消費（ヘルスケアの鎮痛消炎剤） ショウヒ チンツウ ショウエンザイ

										　　　　海外事業の新規開拓活動 カイガイ ジギョウ シンキ カイタク カツドウ

										　　国内消費の需要減、変調 コクナイ ショウヒ ジュヨウゲン ヘンチョウ

										　　　　百貨店向けテープ ヒャッカテン ム

										　　　　オフィス向け文具製品 ム ブング セイヒン



										※直近ではサプライチェーン不安定化の懸念の方が大きい チョク キン フアンテイカ ケネン ホウ オオ



						
営業利益の増減分析
前期比 エイギョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ ゼンキ ヒ

										（連結） レンケツ

																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										前期 ゼン キ		2021年3月期2Q 営業利益 ネン ガツキ エイギョウ リエキ				878 

												　販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ				+716 		　売上増収+11.4億、 生産実績+27.7億　在庫残考慮 ウリアゲ ゾウシュウ オク セイサン ジッセキ オク ザイコ ザン コウリョ

												  高粗利事業（HC・医療材）伸長 コウ アラリ ジギョウ イリョウ ザイ シンチョウ				+94 		　メディカル増収額 ・ テープ増収額の差額 6.2億 × 事業利益率の差 15％ ゾウシュウ ガク ゾウシュウ ガク サガク オク ジギョウ リエキ リツ サ

												　広告・販促費増 コウコク ハンソク ヒ ゾウ				△167 		　広告宣伝費の増加額  前上期はテレビCM見送り コウコク センデンヒ ゾウカ ガク マエ カミキ ミオク

												　原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク				△89 		　原材料価格差異 ゲンザイリョウ カカク サイ

												　減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ				△76 		　ソフトウエア（SAP）償却負担増 ショウキャク フタン ゾウ

												　減価償却費増、その他 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ タ				△134 		　雑費（コンサル等）+53、出張旅費+15、修繕・ITコンサル等+65 ザッピ トウ シュッチョウ リョヒ シュウゼン トウ

										当期 トウキ		2022年3月期2Q 営業利益 ネン ガツキ エイギョウ リエキ				1,223 
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営業利益の増減分析
計画比
（今回より） エイギョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ ケイカク ヒ コンカイ

										（連結） レンケツ

																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										前期 ゼン キ		2022年3月期2Q計画 営業利益 ネン ガツキ ケイカク エイギョウ リエキ				800 

												　施策経費期ズレ シサク ケイヒ キ				+150 		　特別経費の上期未消化⇒大部分は下期に使用予定　ヘルスケア・研究本部など コロナ禍影響あり トクベツ ケイヒ カミキ ミショウカ ダイブブン シモキ シヨウ ヨテイ ケンキュウ ホンブ カ エイキョウ

												  高粗利事業（HC・医療材）伸長 コウ アラリ ジギョウ イリョウ ザイ シンチョウ				+115 		　ケアリーヴ・ロイヒ・止血製品など高収益製品の上振れ、NBMの保守的な計画に対する利益の上振れ シケツ セイヒン コウ シュウエキ セイヒン ソシナ ウワブ ホシュテキ ケイカク タイ リエキ ウワブ

												　管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン				+80 		　出張旅費+41（前期よりは使ったが予算の方が多い状態）、研究費+40 シュッチョウ リョヒ ゼン キ ツカ ヨサン ホウ オオ ジョウタイ ケンキュウヒ

												　その他コストダウン等 タ トウ				+80 		　主に保守的な工場予算と稼働率アップに対する上振れ オモ ホシュテキ コウジョウ ヨサン カドウ リツ タイ ウワブ



										当期 トウキ		2022年3月期2Q実績 営業利益 ネン ガツキ ジッセキ エイギョウ リエキ				1,225 		　　　※計画に対する販管費は、売上控除に付け直された特売費を除くと ケイカク タイ ハンカンヒ ウリアゲ コウジョ ツ ナオ トクバイ ヒ ノゾ

										差異 サイ						+425 		　　　　　 「下期先送り 1.5億、消化予定なし 0.8億 」 ・・・1.5億の一部は下期も消化しない可能性あり オク イチブ シモキ ショウカ カノウセイ																2016.03		2017.03		2017.09				大工 ダイク				NBM		事業部 ジギョウ ブ		メディカル		埼工 サキ コウ		安工 アン コウ





						コンシューマー				 従来のメディカル、テープの事業区分を、顧客機軸の運営と戦略を推し進めるための組織体制として再編成しました。 ジュウライ ジギョウ クブン

						BtoCブランドマーケティング

										コンシューマー営業本部は、BtoC事業としてブランド戦略・マーケティング施策を進めます。 エイギョウ ホンブ ジギョウ センリャク シサク スス

						医療材・工業品　現場ユーザーへの提案 イリョウ ザイ コウギョウ ヒン ゲンバ テイアン				　　　お客様の嗜好、店舗・メディアなどのアクセスが非常に多様化しているなかで、的確な施策を推進していきます。 テキカク シサク スイシン

										　　　また市場データの活用など、データマーケティングにも力を入れていきます。 シジョウ カツヨウ チカラ イ

										医療材、工業品につきましては、現場でのお客様の課題を捉え、解決するための提案営業に注力します。 イリョウ ザイ コウギョウ ヒン ゲンバ キャクサマ カダイ トラ カイケツ テイアン エイギョウ チュウリョク

						海外 3拠点体制のもと販売拡大 カイガイ キョテン タイセイ ハンバイ カクダイ				海外は、グローバル拠点体制のもと、事業拡大に向けた現地活動、新規開拓または製品の市場育成をすすめていきます。 カイガイ キョテン タイセイ ジギョウ カクダイ ム ゲンチ カツドウ シンキ カイタク セイヒン シジョウ イクセイ



										なお生産や品質管理など、営業以外の機能については、従来のメディカル・テープの区分に沿った業務運営を継続します。 セイサン ヒンシツ カンリ エイギョウ イガイ キノウ ジュウライ クブン ソ ギョウム ウンエイ ケイゾク





















































						海外販売拡大施策 カイガイ ハンバイ カクダイ シサク				「海外フィールド」構成比　「売上高」 カイガイ コウセイヒ ウリアゲ ダカ

						海外通期見込 カイガイ ツウキ ミコミ								【NB100】		ISHIZUE 2023～								※

														2019/3期		2020/3期 キ		前期比 ゼンキ ヒ		2021/3期 キ		前期比 ゼンキ ヒ		2021/3期見込 キ ミコミ		前期比 ゼンキ ヒ

												海外構成比 カイガイ コウセイヒ		6.8%		7.1%				7.0%				7.4%

												海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ		3,245		3,142 		△3.2%		2,910 		△7.4%		3,127 		+7.5%

												連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		47,418		44,063 		△7.1%		41,528 		△5.8%		42,000 		+1.1%

																												事業別の売上見込は億円単位で開示 ジギョウ ベツ ウリアゲ ミコミ オクエン タンイ カイジ

										前期に立ち上げたドイツ拠点「NICHIBAN EOURPE」の活動も本格的になり、営業としては日本・タイ・ドイツの3拠点体制のもと、現地での販売ルート強化と ゼン キ タ ア キョテン カツドウ ホンカク テキ エイギョウ ニホン キョテン タイセイ ゲンチ ハンバイ キョウカ

										展開している製品の育成に努めます。 テンカイ セイヒン イクセイ ツト

										また今後の取組みとして、生産工場を含む拠点整備、M&A施策を推進していきます。 コンゴ トリク セイサン コウジョウ フク キョテン セイビ シサク スイシン



												※2021年度はNE連結決算上のマイナス影響あり。約3億円 ネンド レンケツ ケッサン ジョウ エイキョウ ヤク オクエン

												　　越境EC 2021/3期実績 0.8億円、 2022/3期予想 1.0億円　はECフィールドのため上記に含めていない エッキョウ キ ジッセキ オク エン キ ヨソウ オクエン ジョウキ フク

												　　連結で 「2022/1-3（この時点では NB⇒NE に移管されていなかった分）」 の売上がマイナスされる レンケツ ジテン イカン ブン ウリアゲ



						
スタートアップ協業 キョウギョウ

										初回のアクセラレータープログラムは実証実験を完了しました。 ショカイ ジッショウ ジッケン カンリョウ

										実施に移行したテーマのうちｍ、既存事業のカバー範囲だったものは事業部門の業務に展開しております。 ジッシ イコウ キゾン ジギョウ ハンイ ジギョウ ブモン ギョウム テンカイ

										また新規の開発、提携が必要なテーマは、研究開発本部のイノベーションセンターでの取組みに移行しています。 シンキ カイハツ テイケイ ヒツヨウ ケンキュウ カイハツ ホンブ トリク イコウ



										アクセラレータープログラムなど、他企業との協業・コラボレーションを積極的に推進する取組みは、今後も継続していきます。 タキギョウ キョウギョウ セッキョクテキ スイシン トリク コンゴ ケイゾク
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中期経営計画　内容見直し チュウキ ケイエイ ケイカク ナイヨウ ミナオ

										2018年の策定時以降、コロナ禍を始めとする様々な経営環境の変化を踏まえ、社内にて内容の見直しを行っております。 ネン サクテイ ジ イコウ カ ハジ サマザマ ケイエイ カンキョウ ヘンカ フ シャナイ ナイヨウ ミナオ オコナ

										今の中期経営計画の位置づけ、2030年度の中長期ビジョンに向けた「礎」をつくることに変更はありませんが、以下を中心に検討しております。 イマ チュウキ ケイエイ ケイカク イチ ネンド チュウチョウキ ム イシズエ ヘンコウ イカ チュウシン ケントウ



										　・ 財務目標 ザイム モクヒョウ		コロナ禍以降の経済環境悪化、海外含めた事業活動の制約などを踏まえ修正 カ イコウ ケイザイ カンキョウ アッカ カイガイ フク ジギョウ カツドウ セイヤク フ シュウセイ

										　・ サステナブル・SDGs経営　　重要取組みなど見直し ケイエイ ジュウヨウ トリク ミナオ

										　・ TCFD　　　　　対応中。  プライム市場移行後のコーポレート・ガバナンス報告書に記載予定 タイオウチュウ シジョウ イコウ ゴ ホウコク ショ キサイ ヨテイ																								2016.03		2017.03		2017.09				大工 ダイク				NBM		事業部 ジギョウ ブ		メディカル		埼工 サキ コウ		安工 アン コウ







						配当性向 ハイトウ セイコウ

														19/3		20/3		21/3		22/3予想 ヨソウ														1株純資産 カブ ジュンシサン		1,608		1,761		1,796		1,854

												当期純利益 トウキ ジュンリエキ		3,132		1,751		1,350		1,900														純資産配当率 ジュンシサン ハイトウ リツ		2.4%		1.9%		1.7%		1.6%

												1株利益 カブ リエキ		154.12		84.54		65.15		91.69

												1株配当金 カブ ハイトウ キン		38.00		33.00		30.00		30.00

												配当性向		24.7%		39.0%		46.0%		32.7%



														2021年3月期の配当は、特殊要因による利益水準の低下を考慮し、安定配当を重視しました。 ネン ガツ キ ハイトウ コウリョ アンテイ ハイトウ ジュウシ

														今期は配当性向を考慮しつつ、配当金の急激な増減は避ける方向です。 コンキ ハイトウ セイコウ コウリョ ハイトウキン キュウゲキ ゾウゲン サ ホウコウ

														　配当方針の見直し、あるべき還元水準について今後再検討を進めてまいります。 ハイトウ ホウシン ミナオ カンゲン スイジュン コンゴ サイケントウ スス										 



				1．2022年3月期2Q　の概況 ネン ガツキ ガイキョウ

				(1)		事業フィールドごとの売上・利益の状況

　売上高内訳
　（連結） ジギョウ ウリアゲ リエキ ジョウキョウ ウリアゲ ダカ ウチワケ レンケツ

										（連結） レンケツ																												NPﾌﾟﾘのnHは通販分 ツウハン ブン														NPﾌﾟﾘのnHは通販分 ツウハン ブン

										フィールド別　売上高（収益認識基準の影響 △2.8億円を含まない金額） ベツ ウリアゲ ダカ シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ オクエン フク キンガク

																						◆ヘルスケア 大幅増収（+13％）  オオハバ ゾウシュウ

																						　　　ロイヒ回復+34%、CL+9%、BW回復+24% カイフク カイフク



																						◆EC 伸長、OHシフト（+2％） シンチョウ

																						　　　CTはオフィス需要厳しく△2％、NW一部回復+5％ ジュヨウ キビ イチブ カイフク



																						◆オフィスホーム 減収（△4%)　 ゲンシュウ

																						　　　前期は新学期需要シフト影響あり　 ゼンキ シンガッキ ジュヨウ エイキョウ



																						◆医療材 伸長（+8％） イリョウ ザイ シンチョウ

																						　　　外来・オペ等急回復、ワクチン接種に止血製品を供給 ガイライ トウ キュウカイフク セッシュ シケツ セイヒン キョウキュウ



																						◆工業品 増収（+5％） コウギョウ ヒン ゾウシュウ

																						　　　中食向け包装テープ増、マスキングも自動車生産に合わせて増 ナカショク ム ホウソウ ゾウ ジドウシャ セイサン ア ゾウ



																						◆海外 増収（+3%） カイガイ ゾウシュウ

																						　　　既存テープ製品が前期落込みより回復、連結消去影響あり キゾン セイヒン ゼンキ オチコ カイフク レンケツ ショウキョ エイキョウ

																																ヘルスケア		5,055.0		5,725.2

																																EC		1,720.6		1,761.0

																																オフィスホーム		2,608.1		2,495.9

																																医療材 イリョウ ザイ		2,668.5		2,881.9

																						(単位：百万円)										工業品 コウギョウ ヒン		6,139.4		6,426.2

														21/3月期2Q ガツ キ		22/3月期2Q ガツキ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ												海外 カイガイ		1,486.4		1,532.6

																						※グループ会社売上（外販）のフィールド区分 ガイシャ ウリアゲ ガイハン クブン										全社 ゼンシャ		19,678.0		20,822.8

												ヘルスケア		5,055 		5,725 		+670 		+13.3%

												構成比 コウセイ ヒ		26%		27%						[NBM]

												EC		1,721 		1,761 		+40 		+2.3%		　BtoC ： ヘルスケア　　 （実績無し） ジッセキ ナ

												構成比 コウセイ ヒ		9%		8%						　BtoB ： 医療材　　　　 （全て） イリョウ ザイ スベ

												オフィスホーム		2,608 		2,496 		△112 		△4.3%

												構成比 コウセイ ヒ		13%		12%						[NBT]、[NBP]

												医療材 イリョウ ザイ		2,668 		2,882 		+213 		+8.0%		　BtoC ： オフィスホーム （[NBP]通販のみ） ツウハン

												構成比 コウセイ ヒ		47%		14%						　BtoB ： 工業品　　　 （[NBP]通販以外全て） コウギョウ ヒン ツウハン イガイ スベ

												工業品 コウギョウ ヒン		6,139 		6,426 		+287 		+4.7%

												構成比 コウセイ ヒ		31%		31%

												海外 カイガイ		1,486 		1,533 		+46 		+3.1%

												構成比 コウセイ ヒ		8%		7%

												合計 ゴウケイ		19,678 		20,823 		+931 		+5.8%





						フィールド別 上期・下期 売上高 ベツ カミキ シモキ ウリアゲ ダカ								上期 カミキ		前期比 増減 ゼン キ ヒ ゾウゲン		下期見込 シモキ ミコミ		前期比 増減 ゼン キ ヒ ゾウゲン		前期比 増減率 ゼン キ ヒ ゾウゲン リツ		上実+下見込 カミ ジツ シモ ミコミ		前期比 増減 ゼン キ ヒ ゾウゲン		前期比 増減率 ゼン キ ヒ ゾウゲン リツ				上期 カミキ		通期見込 ツウキ ミコミ		3Q		通期 ツウキ				上期 カミキ		通期 ツウキ		下期予算 シモキ ヨサン		通期 ツウキ

						全社利益 ゼンシャ リエキ						ヘルスケア		5,725 		+670 		5,903		△65 		△1%		11,628		+605 		+5%				5,725		11,628								5,055		11,023

												EC		1,761 		+40 		1,993		+20 		+1%		3,754		+60 		+2%				1,761		3,754								1,721		3,694

						下期は医療材を除き控えめ想定 シモキ イリョウ ザイ ノゾ ヒカ ソウテイ						オフィスホーム		2,496 		△112 		2,829		△72 		△2%		5,325		△184 		△3%				2,496		5,325								2,608		5,509

												医療材 イリョウ ザイ		2,882 		+213 		2,992		+181 		+6%		5,874		+394 		+7%				2,882		5,874								2,669		5,480

												工業品 コウギョウ ヒン		6,426 		+287 		6,486		△288 		△4%		12,912		△1 		△0%				6,426		12,912								6,139		12,913

												海外 カイガイ		1,533 		+46 		1,594		+171 		+12%		3,127		+217 		+7%				1,533		3,127								1,486		2,910

												売上高 ウリアゲ ダカ		20,823 		+1,145 		21,797		△53 		△0%		42,620		+1,092 		+3%				20,823		42,620		0		0				19,678		41,528

												特売費 トクバイ ヒ		△279 		△279 		△341 		△341 				△620 		△620 						(279)		(620)



												粗利益 アラリ エキ		6,651 		+482 		6,360 		△225 				13,011 		+257 						6,651		13,011								6,170		12,754

												販管費 ハンカンヒ		5,429 		+136 		5,082 		△379 				10,511 		△243 						5,429		10,511								5,292		10,754

												営業利益 エイギョウ リエキ		1,222 		+345 		1,278 		+155 				2,500 		+500 						1,222		2,500								877		2,000





										上・下期差異 カミ シモキ サイ		生産高 セイサンダカ		20,184 		+2,779 																20,184										17,405



												販管費 販促費 ハンカン ヒ ハンソク ヒ		507 		+167 										上期 テレビCM実施 カミキ ジッシ						507										340

												　　　　　人件費 ジンケンヒ		2,473 		+13 																2,473										2,459

												　　　　　出張・営繕・雑費 シュッチョウ エイゼン ザッピ		737 		+134 										その他管理費（システム・コンサル等） タ カンリ ヒ トウ						737										604

																										も多い オオ

						

メディカル・テープ区分セグメント　売上、利益

　メディカル（海外含む）
　テープ（海外含む）
　　
　　　※公表資料です


　　メディカル増収・増益（回復）
　　　  CL好調、RT回復※インバウンドなし
　　　  止血はワクチン接種に供給
　　テープ増収・増益
　　　 工業品堅調、海外既存品回復
　　メディカル・テープとも販売・生産増
　　販促費、施策経費は増加


※連結事業フィールド利益はありません
　（メディカル・テープ２区分のみ） クブン ウリアゲ リエキ カイガイ フク カイガイ フク コウヒョウ シリョウ ゾウシュウ ゾウエキ カイフク コウチョウ カイフク シケツ セッシュ キョウキュウ ゾウシュウ ゾウエキ コウギョウ ヒン ケンチョウ カイガイ キゾン ヒン カイフク ハンバイ セイサン ゾウ ハンソク ヒ シサク ケイヒ ゾウカ レンケツ ジギョウ リエキ クブン

										（連結） レンケツ

										メディカル事業・テープ事業業績（ともに海外分を含む） ジギョウ ジギョウ ギョウセキ カイガイ ブン フク

										　　　　※ 「フィールド利益」 の連結ベースは無し。 （ 「メディカル・テープ」の２区分セグメントのみ） リエキ レンケツ ナ クブン



														21/3月期2Q		22/3月期2Q		増減 ゾウゲン		前年比 ゼンネンヒ		(単位：百万円)

																

										メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,411 		9,063 		+652 		+7.8%		（海外含む） カイガイ フク										メディカル		9,063 

												構成比 コウセイヒ		43%		44%																テープ		11,480 

												セグメント利益 リエキ		1,833 		2,195 		+363 		+19.8%

												（率） リツ		(21.8%)		(24.2%)

												利益構成比 リエキ コウセイヒ		66%		68%





										テープ		売上高 ウリアゲ ダカ		11,267 		11,480 		+214 		+1.9%		（海外含む） カイガイ フク

												構成比 コウセイヒ		57%		56%

												セグメント利益 リエキ		927 		1,040 		+113 		+12.2%

												（率） リツ		(8.2%)		(9.1%)

												利益構成比 リエキ コウセイヒ		34%		32%





										全社 ゼンシャ		売上高 ウリアゲ ダカ		19,678 		20,544 		+866 		+4.4%

														100%		100%																メディカル		2,195 

												セグメント利益 リエキ		2,759 		3,235 		+476 		+17.2%												テープ		1,040 

												（率） リツ		(14.0%)		(15.7%)

												管理費 カンリヒ		-1,882 		-2,012 		△131 		+6.9%

												営業利益 エイギョウ リエキ		877 		1,222 		+345 		+39.3%

												（率） リツ		(4.5%)		(6.0%)





						（単体ベース 事業フィールド損益） タンタイ ジギョウ ソンエキ				（単体） タンタイ																(単位：百万円)

						（非公表） ヒ コウヒョウ				フィールド別「NB単体ベース業績」 （ここだけEC移管反映） ベツ タンタイ ギョウセキ イカン ハンエイ



						メディカル大幅増収・増益 オオハバ ゾウシュウ ゾウエキ								21/3月期2Q		22/3月期2Q		前年比 ゼンネンヒ						21/3月期2Q		22/3月期2Q		前年比 ゼンネンヒ

						収益認識基準の影響があるため シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ																				

						販売高で比較 ハンバイダカ ヒカク				ヘルスケア		販売高 ハンバイダカ		5,188 		5,917 		+14.0%		医療材 イリョウ ザイ		販売高 ハンバイダカ		2,083 		2,384 		+14.4%				販売高 ハンバイダカ

						事業部利益は組織改定のため比較無し ジギョウ ブ リエキ ソシキ カイテイ ヒカク ナ						構成比 コウセイヒ		27%		29.0%						構成比 コウセイヒ		11%		11.7%						ヘルスケア		5,188		5,917

												事業利益 ジギョウ リエキ		0		1,575		ERROR:#DIV/0!				事業利益 ジギョウ リエキ		0		221		ERROR:#DIV/0!				EC		1,721		1,761

																																オフィスホーム		2,612		2,491

												（率） リツ		(0.0%)		(26.6%)						（率） リツ		(0.0%)		(9.3%)						医療材 イリョウ ザイ		2,083		2,384

												利益構成比 リエキ コウセイヒ		0%		55%						利益構成比 リエキ コウセイヒ		0%		8%						工業品 コウギョウ ヒン		6,071		6,380

																																海外 カイガイ		1,359		1,480

																																全社 ゼンシャ		19,035		20,414

										EC		販売高 ハンバイダカ		1,721 		1,761 		+2.4%		工業品 コウギョウ ヒン		販売高 ハンバイダカ		6,071 		6,380 		+5.1%

												構成比 コウセイヒ		9%		8.6%						構成比 コウセイヒ		32%		31.3%						フィールド別事業利益 ベツ ジギョウ リエキ

												事業利益 ジギョウ リエキ		0 		280 		ERROR:#DIV/0!				事業利益 ジギョウ リエキ		0 		496 		ERROR:#DIV/0!						21/3月期2Q		22/3月期2Q

												（率） リツ		(0.0%)		(15.9%)						（率） リツ		(0.0%)		(7.8%)						HC		0.0		15.8				1,575

												利益構成比 リエキ コウセイヒ		0%		10%						利益構成比 リエキ コウセイヒ		0%		17%						EC		0.0		2.8				280

																																OH		0.0		2.1				211

																																医療 イリョウ		0.0		2.2				221

																																工業 コウギョウ		0.0		5.0				496

										オフィスホーム		販売高 ハンバイダカ		2,612 		2,491 		△4.6%														海外 カイガイ		0.0		0.7				67

												構成比 コウセイヒ		14%		12.2%																管理費 カンリ ヒ		-18.3		-20.1		(1,831)		(2,007)

												事業利益 ジギョウ リエキ		0 		211 		ERROR:#DIV/0!														全社 ゼンシャ		5.7		8.4		569		843

												（率） リツ		(0.0%)		(8.5%)

												利益構成比 リエキ コウセイヒ		0%		7%





										海外 カイガイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,359 		1,480 		+8.9%

												構成比 コウセイヒ		7.1%		7.3%

												事業利益 ジギョウ リエキ		0 		67 		ERROR:#DIV/0!

												（率） リツ		(0.0%)		(4.5%)

												利益構成比 リエキ コウセイヒ		0%		2%







										全社 ゼンシャ		販売高 ハンバイダカ		19,035		20,414		+7.2%



												事業利益 ジギョウ リエキ		2,401		2,850		+18.7%

												（率） リツ		(12.6%)		(14.0%)



												管理費 カンリヒ		(1,831)		(2,007)		+9.6%

												営業利益 エイギョウ リエキ		569		843		+48.2%

												（率） リツ		(3.0%)		(4.1%)



						（参考 ： 連結損益
　　　　　 対前期・対計画  ）

※公表数値です

　　






 レンケツ コウヒョウ スウチ

										連結損益 レンケツ ソンエキ																(単位：百万円)

										（対前期） タイ ゼン キ				21/3月期2Q				22/3月期2Q

														実績 ジッセキ				実績 ジッセキ

																						増減 ゾウゲン		前期比 ゼン キ ヒ

												売上高 ウリアゲ ダカ		19,678		100%		20,544		100%		+866 		+4.4%

												収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ						20,823				+1,145 		+5.8%

												粗利益 アラ リ エキ		6,170		31.4%		6,651		32.4%		+482 		+7.8%

												販管費 ハン カン ヒ		5,292		26.9%		5,429		26.4%		+136 		+2.6%

												営業利益 エイギョウ リエキ		877		4.5%		1,222		6.0%		+345 		+39.3%

												経常利益 ケイジョウ リエキ		957		4.9%		1,289		6.3%		+332 		+34.7%

												当期純利益 トウキ ジュンリエキ		523		2.7%		884		4.3%		+361 		+69.1%





										（対計画） タイ ケイカク				22/3月期2Q				22/3月期2Q

														(前回 8/7公表値) ゼンカイ コウヒョウ チ				実績

																						増減 ゾウゲン		計画比 ケイカク ヒ

												売上高 ウリアゲ ダカ		20,500		100%		20,544		100%		+44 		+0.2%		ほぼ計画通り ケイカク ドオ						売上高 ウリアゲ ダカ		42,413		39,955		38,337

																																原価 変動費 ゲンカ ヘンドウ ヒ						22,142

																																原価 固定費 ゲンカ コテイ ヒ						2,103

												営業利益 エイギョウ リエキ		800		3.9%		1,222		6.0%		+422 		+52.8%		施策経費の期ズレ、販売構成 シサク ケイヒ キ ハンバイ コウセイ						原価 人件費 ゲンカ ジンケンヒ						2,688

												経常利益 ケイジョウ リエキ		850		4.1%		1,289		6.3%		+439 		+51.6%		（CL・RT・止血アップ） シケツ						原価ベース限界利益率 ゲンカ ゲンカイ リエキ リツ						42.2%

												当期純利益 トウキ ジュンリエキ		600		2.9%		884		4.3%		+284 		+47.3%		経費予算未使用 ケイヒ ヨサン ミシヨウ																				[NT}は僅少のため計算省略 キンショウ ケイサン ショウリャク

																																		2019		2020		2021

						（参考） サンコウ																										売上高		42,413		39,955		38,337		14,146

						損益分岐点と限界利益率 ソンエキ ブンキテン ゲンカイ リエキ リツ				(単体） タンタイ		●損益分岐点と限界利益率 3期間 ソンエキ ブンキテン ゲンカイ リエキ リツ キカン																				変動費		26,998		26,236		24,191								MD事業本部 ジギョウ ホンブ		MD安城 アンジョウ		海外MD カイガイ		本社 ホンシャ		単体 タンタイ		NBM				TP事業本部 ジギョウ ホンブ		埼玉 サイタマ		安城 アンジョウ		海外 カイガイ		本社 ホンシャ		単体 タンタイ		NBP		NBT						単体全社 タンタイ ゼンシャ

						　（NB単体ベース） タンタイ														（単位：億円） タンイ オクエン												固定費		6,016		5,442		5,537						売上高 ウリアゲ ダカ		16,366				0				16,366		9,157				21,971						0				21,971		1,502		1,517						38,337

														2020/2期 キ		2021/3期 キ		22/3月期2Q		　												人件費		7,240		7,022		6,806						営業利益 エイギョウ リエキ		1,557				0				1,557		435				246						0				246		78		39						1,803

																																損益分岐点		36,472		36,297		33,451						労務費・製造固定費 ロウムヒ セイゾウ コテイヒ				1,381						1,381		2,700						1,697		1,712						3,409		554		752						4,790

												売上高 ウリアゲ ダカ		424		400		383														限界利益率		36.3%		34.3%		36.9%						販管費固定費 ハンカン ヒ コテイヒ		2,138				0		2,079		4,217		418				1,666						0		1,671		3,337		149		26						7,553

												損益分岐点 ソンエキ ブンキテン		365		363		335		※単体ベースのため数字は言わない タンタイ スウジ イ																								限界利益 ゲンカイ リエキ										7,155																6,992										14,147

												限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		36.3%		34.3%		36.9%		※単体ベース タンタイ												（6ヶ月割り） ゲツ ワ		6,079		6,050		5,575																44%																32%										36.9%

																																（12ヵ月割り） ゲツ ワ		3,039		3,025		2,788

						（参考） サンコウ																												2,159		1,256		1,803				PL		売上高 ウリアゲ ダカ		16,366						自販		16,366		9,157				21,971										21,971		1,502		1,517						38,337

						為替変動による損益影響の カワセ ヘンドウ ソンエキ エイキョウ				（連・単） レン タン		●為替変動による収益への影響 カワセ ヘンドウ シュウエキ エイキョウ																						64%		66%		63%						営業利益 エイギョウ リエキ		1,557								1,557		435				246										246		78		39						1,803

						目安、為替感応度 メヤス カワセ カンノウド																																						変動費 ヘンドウ ヒ		697								697						1,352										1,352										2,048		変動 ヘンドウ

												22/3月期2Q				当期損益の為替影響額 トウキ ソンエキ カワセ エイキョウガク				円安１円当たり損益影響額（ 6ヶ月） 合計で輸入超のため、円安で利益マイナス エンヤス エン ア ソンエキ エイキョウ ガク ゴウケイ ユニュウ チョウ エンヤス リエキ																								拘束固定費 コウソク コテイヒ		165								165		418				150										150		149		26						315		固定 コテイ

												平均実績レート ヘイキン ジッセキ																				当期 ：報告対象期間 トウキ ホウコク タイショウ キカン												管理固定費 カンリ コテイヒ		875								875						345										345										1,220		固定 コテイ

						（明確には答えない） メイカク コタ						・UDドル ：109.79				△24.4百万円 ヒャクマンエン				ドル建 　 ： △5.4百万円　※輸入超過 ダ ヒャクマンエン ユニュウ チョウカ												前期 ：報告対象期間の前年度　 ゼン キ ホウコク タイショウ キカン ゼンネンド												人件費 ジンケンヒ		1,097						海外込み		1,097						1,171								海外込み		1,171										2,268		人件 ジンケン

												・ユーロ   ：128.93				+2.8百万円 ヒャクマンエン				ユーロ建 ： +2.3百万円  ※輸出超過 ダ ヒャクマンエン ユシュツ チョウカ												今期 ：報告対象期間の翌年度 ※通期の報告でのみ使用。第2Q時の年度見込みは「通期」で記載 コンキ ホウコク タイショウ キカン ヨクネンド ツウキ ホウコク シヨウ ダイ ジ ネンド ミコ ツウキ キサイ												管理費 カンリヒ		セグメントか事損益				セグメント		1,029		1,029						セグメントか事損益						セグメント		870		870										1,899		固定 コテイ

																																												管理人件費 カンリ ジンケンヒ								1,049		1,049														801		801										1,851		人件 ジンケン		9,602		販管費計 ハンカン ヒ ケイ

																△21.5百万円 ヒャクマンエン																																工場月報が早い				セグメント										工場月報が早い						セグメント

																																										CR		原材料費				1,355						1,355		4,465						5,430		3,813						9,243		332		535						10,598		原材料 ゲンザイリョウ

																																												労務費				631						631		1,928						961		1,096						2,056		469		599						2,688		人件 ジンケン

																円安の影響 ： 輸入原材料・商品(UTN）がコストアップ、輸出売上は増収要因 エンヤス エイキョウ ユニュウ ゲンザイリョウ ショウヒン ユシュツ ウリアゲ ゾウシュウ ヨウイン																												変動費				171						171		698						959		1,790						2,749		86		77						2,920		変動 ヘンドウ

																		輸入の方が大きいため、外貨建て直接取引では　　円安で利益減 ・ 円高で利益増　　となる ユニュウ ホウ オオ ガイカ ダ チョクセツ トリヒキ エンヤス リエキ ゲン エンダカ リエキ ゾウ																										拘束固定費				616						616		773						544		514						1,058		85		154						1,675		固定 コテイ

																																												管理固定費				133						133		216						193		102						295		45		45						428		固定 コテイ

																						輸入 ユニュウ		輸出 ユシュツ		輸出入の純額 ユシュツニュウ ジュン ガク																		仕掛増減				(67)						(67)		143						(161)		92						(69)		49		(2)						(136)		変動 ヘンドウ		18,172		実際原価計 ジッサイ ゲンカ ケイ

																		外貨建取引総額 ガイカ ダ トリヒキ ソウガク		USドル		7.6		-2.3 		5.3		（百万ドル） ヒャクマン																実際製造原価 ジッサイ セイゾウ ゲンカ				2,840						2,840		8,223						7,925		7,407						15,332		1,066		1,407

																				ユーロ		0.0		-2.4 		-2.3 		（百万ユーロ） ヒャクマン

																																												商品原価・調整 ショウヒン ゲンカ チョウセイ		7,055								7,055		81				1,705										1,705		208		46						8,760		商品原価・調整 ショウヒン ゲンカ チョウセイ

						（参考） サンコウ																																						原価総額（海外込） ゲンカ ソウガク カイガイ コ		9,895								9,895		8,305				17,037										17,037		1,275		1,453						26,932

						株価とＰＢＲの推移 カブカ スイイ				(連結） レンケツ		●株価とＰＢＲ（株価純資産倍率）の推移 カブカ カブカ ジュンシサン バイリツ スイイ



														3/31/19		9/30/19		3/31/20		9/30/20		3/31/21		9/30/21		2021/11/24※																		総変動費 ソウ ヘンドウ ヒ

												　株価 カブカ		2,334		1,593		1,496		1,644		1,914		1,843		1,845																														4,465																332		535				原材料 ゲンザイリョウ		10,598

												　ＰＢＲ（倍） バイ		1.33		0.90		0.83		0.92		1.04		1.00		1.00																														143																49		(2)				仕掛増減 シカカリ ゾウゲン		(136)

																								※分母の１株純資産額は 9/30付 ブンボ カブ ジュンシサン ガク ヅ																																698																86		77				変動経費 ヘンドウ ケイヒ		2,920

				(2)		主力製品の販売状況、フィールド全体に占めるおおよその構成比は？ シュリョク セイヒン ハンバイ ジョウキョウ ゼンタイ シ コウセイヒ																																																		81																208		46				商品原価 ショウヒン ゲンカ		8,760

										◆参考データ：各品目別「販売高」前年実績対比　　金額は明示しない サンコウ カク ヒンモク ベツ ハンバイ ダカ ゼンネン ジッセキ タイヒ メイジ																																														0																0		0				販売変動費 ハンバイ ヘンドウ ヒ		2,048

																								※構成比は売上高換算、連結 コウセイヒ ウリアゲ ダカ カンサン レンケツ																																5,388																676		656				総変動費 ソウ ヘンドウ ヒ		24,191

																												(単位：百万円)

																21/3月期2Q				22/3月期2Q																																				989																130		198				製造固定費 セイゾウ コテイヒ		2,103

																																																								1,928																469		599				製造人件費 セイゾウ ジンケンヒ		2,688

																品目販売高 ヒンモク ハンバイ ダカ		前期比 ゼンキ ヒ		品目販売高 ヒンモク ハンバイ ダカ		構成比※ コウセイヒ		前期比 ゼンキ ヒ								連結フィールド売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		割戻し ワリモド		売上高換算 ウリアゲ ダカ カンサン																				418																149		26				販管固定費 ハンカン コテイヒ		3,435

												ヘルスケア		ケアリーヴ		2,507 		+10%		2,721 		46%		+9%								5,725		148		2,651																				0																0		0				販管人件費 ハンカン ジンケンヒ		4,119

														ロイヒつぼ膏		833 		△54%		1,119 		19%		+34%								5,725		148		1,090																				435																78		39				利益 リエキ		1,803

												EC		セロテープ		817 		+1%		804 		46%		△2%								1,761		0		804

														ナイスタック		309 		△2%		323 		18%		+5%								1,761		0		323

														ロイヒ越境EC エッキョウ		34 				35 		2%		+3%								1,761		0		35

												オフィスホーム		文具セロテープ群 ブング グン		996 		+1%		982 		39%		△1%								2,496		3		980

														ナイスタック		482 		△2%		448 		18%		△7%								2,496		3		447

												医療材 イリョウ ザイ		絆創膏 バンソウコウ		509 		△5%		522 		28%		+3%								1,761		76		500

														止血絆 シケツ キズナ		572 		+4%		734 		40%		+28%								1,761		76		702																				9,157																1,502		1,517				売上高 ウリアゲ ダカ		38,337

														ドレッシング		248 		△2%		261 		14%		+5%								1,761		76		249																				3,769																826		861				限界利益 ゲンカイ リエキ		14,146

														術後ケア ジュツゴ		132 		△3%		162 		9%		+23%								1,761		76		155																				41.2%																55.0%		56.8%				限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ		36.9%

														医療用貼付剤 イリョウヨウ チョウフ ザイ		337 		+2%		376 		20%		+12%								1,761		76		360

												工業品 コウギョウ ヒン		ＣＴ・梱包テープ コンポウ		2,889 		△3%		3,046 		47%		+5%								6,426		40		3,027

														MT群 グン		893 		△12%		991 		15%		+11%								6,426		40		985

														BSたばねら群 グン		847 		△3%		812 		13%		△4%								6,426		40		807

												海外
（連結） カイガイ レンケツ		ケアリーヴ		325 		+36%		326 		21%		+0%								1,533		0		326				419.4221475576		568.8011889163

														止血製品 シケツ セイヒン		139 		△10%		127 		8%		△9%								1,533		0		127				253.1767855849		227.0013510842

														塗装マスキング トソウ		327 		+8%		251 		16%		△23%								1,533		0		251				774.7178116438		837.5211088036

														 CT		251 		△25%		279 		18%		+11%								1,533		0		279				637.0831958999		475.70715798

																										データ：前粗利ＤＢ、海外事業本部連結品目実績 マエ アラ リ カイガイ ジギョウ ホンブ レンケツ ヒンモク ジッセキ



				(3)		各フィールドにおける競合企業 カク キョウゴウ キギョウ

										ヘルスケア		ケアリーヴ　：ジョソン＆ジョンソン（シェアは拮抗しつつある   レギュラータイプはドラッグ店舗POSではケアリーヴが首位、高機能クラスⅡではJ&Jが圧倒的首位） キッコウ テンポ シュイ コウキノウ アットウ テキ シュイ



												ロイヒつぼ膏：消炎鎮痛貼り薬として、久光製薬。同社は巨大な「冷感タイプ貼付材」市場を支配するプレーヤー アブラ ショウエン チンツウ ハ グスリ ヒサミツ セイヤク ドウシャ キョダイ レイカン ハリツケ ザイ シジョウ シハイ																				2,506,644

														インバウンドも中国向けに非常に強く、コロナ感染拡大前までは同社の業績をけん引していた（医療用も強いが成熟縮小中） チュウゴク ム ヒジョウ ツヨ カンセン カクダイ マエ ドウシャ ギョウセキ イン イリョウヨウ ツヨ セイジュク シュクショウ チュウ																		832,686

																																685,388

										医療材 イリョウ ザイ		日東電工（日東メディカル）、スリーエム（スリーエムヘルスケア）、積水化学（積水メディカル） ニットウ デンコウ ニットウ セキスイ カガク セキスイ



										オフィスホーム		スリーエム、コクヨ、積水化学 セキスイ カガク

												　　　　スリーエムは、文具用テープ、ラベルなど広い範囲で競合する。 ブング ヨウ ヒロ ハンイ キョウゴウ

												　　　　文具用粘着テープでは、当社のセロテープは№１ブランドの位置を築いているが、粘着ラベル・シート類は ブング ヨウ ネンチャク トウシャ イチ キズ ネンチャク ルイ

												　　　　スリーエム社が非常に強い。

												　　　　市場の活性化が見込まれるパーソナル向け、特にテープのりなど新機能品・企画商品ではコクヨ、トンボ鉛筆などと競合している。 シジョウ カッセイ カ ミコ ム トク シン キノウ ヒン キカク ショウヒン エンピツ キョウゴウ



										工業品 コウギョウ ヒン		スリーエム、積水化学、共和、寺岡製作所、日東電工、カモイなど。 セキスイ カガク キョウワ テラオカ セイサクジョ ニットウ デンコウ

												　スリーエム、積水化学、日東電工とは包装用粘着テープ・粘着シートとも非常に広い範囲で競合する。 セキスイ カガク ニットウ デンコウ ホウソウ ヨウ ネンチャク ネンチャク ヒジョウ ヒロ ハンイ キョウゴウ

												　工業品フィールドは包装用・封緘用テープ、食品結束テープ、車両用マスキングテープなど広い範囲の業界に コウギョウ ヒン ホウソウヨウ フウカン ヨウ ショクヒン ケッソク シャリョウ ヨウ ヒロ ハンイ ギョウカイ

												製品を展開するため、業界によって競合先と当社とのポジションが変わってくる。

												　（建築、電気製品、エレクトロニクス関連など規模の大きい業界では、日東電工とスリーエムが非常に強い） ケンチク デンキ セイヒン カンレン キボ オオ ギョウカイ ニットウ デンコウ ヒジョウ ツヨ



				(4)		海外売上の地域別構成比 カイガイ ウリアゲ チイキ ベツ コウセイヒ

																																		前期 ゼンキ		当期 トウキ		前期 ゼンキ		当期 トウキ

																																小計　東アジア ヒガシ		1,211,540,044		1,565,941,354						1,506,516,400

										海外事業本部　地域別売上 カイガイ ジギョウ ホン ブ チイキ ベツ ウリアゲ																						小計　南アジア・西アジア		0		0										2,004,412,542		33.05%

										　　　　　　　　　　構成比 コウセイヒ																						小計　アジア		1,211,540,044		1,565,941,354		1,506,516,400		2,004,412,542

																																小計　オセアニア		88,317,979		127,700,048		217,023,779		259,880,048

																																小計　ヨーロッパ		1,010,019,991		1,076,453,497		1,010,019,991		1,089,064,497

																																小計　北米		38,870,137		28,234,980		127,477,529		97,437,279

																																		130,902,773		58,928,210		130,902,773		58,928,210



																																小計　南米		1,564,223		0

																																小計　日本		393,521,140		297,573,285

																																(空白)

																																						2,991,940,472		3,509,722,576

																																ヤマト（計） ケイ		133,912,567		106,465,075

																																ヤマト（65% 北米） ホクベイ		87,043,169		69,202,299

																																ヤマト（35% タイ）		46,869,398		37,262,776

																地域 チイキ				21/3月期2Q		22/3月期2Q				売上高 ウリアゲ ダカ						ハクゾウメディカル（豪州） ゴウシュウ		128,705,800		132,180,000

																										伸び率 ノ リツ						日本化薬（台湾コスメド） ニホン カヤク タイワン		0		0

																東/東南アジア（中韓ASEAN） ヒガシ トウナン チュウ カン				50%		57%				+33%		CL増　自動車大幅減 ゾウ ジドウシャ オオハバ ゲン				店売り ミセ ウ		0		0		⇒ドイツ向けマスキング ム

																欧州（EU） オウシュウ				34%		31%				+8%		欧州 MT増・止血減 オウシュウ ゾウ シケツ ゲン

																オセアニア				7%		7%				+20%						[NT}売上高（連結財務諸表より ウリアゲ ダカ レンケツ ザイム ショヒョウ		487,804,152		898,664,199

																北米 ホクベイ				4%		3%				△24%		包装テープ減 ホウソウ ゲン				[NT}向け実績 ム ジッセキ		239,697,194		395,589,787

																他 ホカ				4%		2%				△55%								248,106,958		503,074,412

																																[NE}売上高（連結財務諸表より ウリアゲ ダカ レンケツ ザイム ショヒョウ				797,192,784

				(5)		売上に占める既存商品、新商品の内訳																										[NE}向け実績 ム ジッセキ				784,581,784

										当社の区分における新製品構成比は約 6％ です。 トウ シャ クブン シンセイヒン コウセイ ヒ ヤク																								0		12,611,000

										新製品開発についても、『事業フィールド』戦略の下で「選択と集中」を推し進めています。 シンセイヒン カイハツ ジギョウ センリャク モト センタク シュウチュウ オ スス

																																期ズレ調整（アジア） キ チョウセイ				(28,130,000)

												開発品の「販売高」構成比、 売上高試験研究費比率 ハンバイ ダカ ウリアゲ ダカ シケン ケンキュウヒ ヒリツ														（単位：百万円）						その他決算調整 タ ケッサン チョウセイ				(73,736,000)



												年度				全製品		新製品 (金額は販売高ベース） シンセイヒン キンガク ハンバイ ダカ				研究開発費		研究費 ケンキュウヒ								海外計 カイガイ ケイ		2,991,940,472		3,509,722,576

																「連結売上高」 レンケツ		単体販売高 タンタイ ハンバイ		構成比				売上高比率 ウリアゲ ダカ ヒ リツ												117%

												20年3月期				44,063 		2,111 		4.8%		1,067 		2.4%		CT小巻直線カッター コマキ チョクセン

												21年3月期 ネン ガツ キ				41,528 		2,328 		5.6%		1,051 		2.5%

												22年3月期2Q ネン ガツ キ				20,823 		558 		2.7%		1,051 		5.0%		治す防水・アトファイン卒業 ナオ ボウスイ ソツギョウ



						また、今後の新製品販売計画
新製品売上高比率の目標 コンゴ シンセイヒン ハンバイ ケイカク シンセイヒン ウリアゲ ダカ ヒ リツ モクヒョウ

										　2019年度よりスタートした中期経営計画では、 「イノベーション、新製品拡大」 と 「グローバル展開の積極推進」 を最重点テーマとして位置付けております。 ネンド チュウキ ケイエイ ケイカク シンセイヒン カクダイ テンカイ セッキョク スイシン サイジュウテン イチヅ

										　現状 6%程度 の新製品比率を 10%程度まで引き上げるべく、組織改定など研究開発に関わる経営資源の最適配分に取り組んでいます。

										　またオープンイノベーション取組みとして、10月よりスタートアップ企業との協業 「ニチバンアクセラレーター」をスタートしました



										　新製品開発の基本的な考え方として、事業本部メインの短期的な製品企画と、研究開発本部メインの中長期視点での研究で役割を分けています。 シンセイヒン カイハツ キホンテキ カンガ カタ ジギョウ ホンブ タンキテキ セイヒン キカク ケンキュウ カイハツ ホンブ チュウチョウキ シテン ケンキュウ ヤクワリ ワ

										　マーケットイン開発の考え方として、医療材と工業品のBtoB事業では、お客様の現場課題を取り込み、試作品を製作・提案を行う開発、

										　ヘルスケア・EC・オフィスホームのコンシューマー事業・BtoCでは、お客様への価値提供のアイデアを使用シーン・インサイト分析などを通じて製品化する開発を行っております。 ジギョウ シヨウ





						原材料価格変動の影響 ゲンザイリョウ カカク ヘンドウ エイキョウ

												2022年3月期2Q　原材料価格差異 （前期比） ネン ガツキ ゲンザイリョウ カカク サイ ゼンキヒ																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

																天然ゴム テンネン		CT/KF/布 ヌノ		SIS・樹脂・溶剤・OPP ジュシ ヨウザイ		包材 ホウザイ		巻心・その他 マキ シン タ		合計 ゴウケイ

														前期比 ゼン キ ヒ		+39.3		+10.0		+40.4		△6.2		+5.6		+89.1



												全般的に値上がり傾向  天然ゴムは天候、石化系はナフサ価格による⇒　石化系は足元値上がり中、セロハン原紙も値上げ懸念　（セロハンは来期確定） ゼンパンテキ ネア ケイコウ テンネン テンコウ セキカ ケイ カカク セキカ ケイ アシモト ネア チュウ ゲンシ ネア ケネン ライキ カクテイ



				２．2022年3月期の見通し ネン ガツキ ミトオ

				(1)		2022年3月期の事業環境
「特に想定される質問」最初に記載






下期 原材料価格動向
　　　  上期同様の見通し ネン ガツキ ジギョウ カンキョウ トク ソウテイ シツモン サイショ キサイ シモキ ゲンザイリョウ カカク ドウコウ カミキ ドウヨウ ミトオ

										全体の回復は限定的 ゼンタイ カイフク ゲンテイテキ				ケアリーヴはシェアアップ、成長見込む セイチョウ ミコ

														ロイヒはインバウンド消失継続も回復、一部代理購買の影響あり　　　大型販促・新製品（ロキソ育成）・越境EC注力 ショウシツ ケイゾク カイフク イチブ ダイリ コウバイ エイキョウ オオガタ ハンソク シンセイヒン イクセイ エッキョウ チュウリョク

														セロテープ　サステナブル社会・SDGs貢献　天然由来の原材料、グリーンエネルギー生産ライン、巻心リサイクル・植林活動 シャカイ コウケン テンネン ユライ ゲンザイリョウ セイサン マ ココロ ショクリン カツドウ

														止血は医療貢献、ワクチン接種への供給（3回目）あり シケツ イリョウ コウケン セッシュ キョウキュウ カイメ

														オフィス需要、産業用テープ・包装テープなどは回復鈍い ジュヨウ サンギョウヨウ ホウソウ カイフク ニブ

														海外はメディカル製品中心に、製品の育成・市場開拓を見込む カイガイ セイヒン チュウシン セイヒン イクセイ シジョウ カイタク ミコ





										2021年度　原材料価格 ネンド ゲンザイリョウ カカク				ナフサ価格の上昇、価格変動見込む（下期　予算比プラス1億、前期比で1.5億～2.0億のレンジを想定） カカク ジョウショウ カカク ヘンドウ ミコ シモキ ヨサン ヒ オク ゼンキヒ オク オク ソウテイ





				(2)		ロイヒつぼ膏の見通し アブラ ミトオ

										　インバウンドの回復が見込めないなかで、国内認知度向上、新製品育成と越境ECに注力します。 カイフク ミコ コクナイ ニンチド コウジョウ シンセイヒン イクセイ エッキョウ チュウリョク

												　　　予算　　前期比+14％　　※月平均 39万個  ※直近の実績37万個程度　代理購買が入った2020/12は 40万個

														※　足元好調だが業績予想には織り込んでいない アシモト コウチョウ ギョウセキ ヨソウ オ コ



						競合製品				　鎮痛消炎剤として市場トップシェアである久光製薬の「サロンパス」が最大の競合となります。 チンツウ ショウエン ザイ シジョウ ヒサミツ セイヤク サイダイ キョウゴウ





						インバウンド需要の動向予測				　インバウンド需要は消失しており、当面の回復は難しいと想定しております。 ジュヨウ ショウシツ トウメン カイフク ムズカ ソウテイ





						国内一般消費向け施策 コクナイ イッパン ショウヒ ム シサク				　国内消費者向けにつきましては、今後も積極的なプロモーション展開により、ロイヒブランドの認知度向上につとめ、ロキソプロフェンの新製品を育成していきます。







						中国現地販売の予定				　越境ECサイトに旗艦店を出店し、中国向けの販売拡大に向けて展開を開始しています エッキョウ キカン テン シュッテン チュウゴク ム ハンバイ カクダイ ム テンカイ カイシ

						韓国現地販売の予定 カンコク				　なお韓国向けの現地販売は、現地仕様の開発設計と薬事法令関連の対応を行っておりおります。 ゲンチ シヨウ カイハツ セッケイ ヤクジ ホウレイ カンレン タイオウ オコナ





						生産余力 セイサン ヨリョク				稼働率は低い水準となっております。現時点の設備稼働は、最大生産能力の半分以下です。 カドウ リツ ヒク スイジュン ゲンジテン セツビ カドウ サイダイ セイサン ノウリョク ハンブン イカ





				(3)		メディカル事業・テープ事業のセグメントごとの売上、営業利益予想は？


※事業別の利益予想は公表しておりません。 ジギョウ ジギョウ ウリアゲ エイギョウ リエキ ヨソウ ジギョウ ベツ リエキ ヨソウ コウヒョウ

										◆参考データ：業績予想 サンコウ ギョウセキ ヨソウ										ヘルスケアは上期2桁増、通期では106％　　医療材は上・下とも増収約10％ カミキ ケタ ゾウ ツウキ イリョウ ザイ カミ シモ ゾウシュウ ヤク

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン								海外はNE連結のマイナス影響あり カイガイ レンケツ エイキョウ





												通期 ツウキ		上期実績 カミキ ジッセキ		下期予想 シモキ ヨソウ

										売上高 ウリアゲ ダカ		42,000		20,543		21,457

										(前期比）		(+1.1%)		(+4.4%)		(△1.8%)

										営業利益 エイギョウ リエキ		2,500		1,222		1,278

										(前期比）		(+25.0%)		(+39.3%)		(+13.8%)																前期 ゼン キ

										経常利益 ケイジョウ リエキ		2,600		1,289		1,311																41,528.1		19,678.1		21,850.1

										(前期比）		(+25.6%)		(+34.7%)		(+17.7%)

										純利益 ジュンリエキ		1,900		884		1,016																2,000.3		877.5		1,122.9

										(前期比）		(+40.7%)		(+69.1%)		(+22.8%)

																																2,070.3		956.6		1,113.6



																左表のフィールド実績は「販売高」です サ ヒョウ ジッセキ ハンバイダカ																1,350.1		522.7		827.3









				(4)		為替の社内レート
 カワセ シャナイ

										2022年3月期の社内為替レートは、１ドル＝105円、 １ユーロ＝125円　です。 ネン ガツキ シャナイ カワセ エン エン



										継続的にマーケットの状況をみながら、仕入と売上の両面から損益への影響をとらえています。 ケイゾク テキ ジョウキョウ シイレ ウリアゲ リョウメン ソンエキ エイキョウ



										実勢レート ジッセイ				・UDドル ：		115円前後 エン ゼンゴ		FRBの金融緩和解除・　日銀の緩和継続の動きにともない、円安進行 キンユウ カンワ カイジョ ニチギン カンワ ケイゾク ウゴ エンヤス シンコウ

														・ユーロ   ：		132円前後 エン ゼンゴ		一時135円をにらむ程度まで上昇、130円前半を継続 イチジ エン テイド ジョウショウ エン ゼンハン ケイゾク

														　⇒実勢との乖離  7円～10円程度 ジッセイ カイリ エン エン テイド





										　感応度としては、為替１円当たり年間 8百万円程度 （輸入超過。円安で損益マイナス） カンノウド カワセ エン ア ネンカン ヒャクマンエン テイド ユニュウ チョウカ エンヤス ソンエキ



				(5)		今期の設備投資予定 コンキ セツビ トウシ



										 ニチバンメディカルの塗工機および建屋、粘着剤処理設備、IT投資等により大幅増加し、 47億円程度 を見込んでおります トコウ キ タテヤ ネンチャク ザイ ショリ セツビ トウシ トウ オオハバ ゾウカ オクエン テイド ミコ

																						※決算説明会で公表済み ケッサン セツメイカイ コウヒョウ ズ

										　　　NBM塗工棟・建屋　22億 トコウ トウ タテヤ オク

										　　　ベース投資　　　　　　20億　　　※BPAプラントは今期は建屋建設段階のためベース投資の若干増やす程度 トウシ オク コンキ タテヤ ケンセツ ダンカイ トウシ ジャッカン ゾウ テイド

										　　　基幹システム　　　　　 4億 キカン オク





						減価償却費の増減影響
				　減価償却費は、前期より2億円程度増加を見込んでいます。
　今期より稼働した新基幹システムが主な増加要因となります。 ゲンカ ショウキャク ヒ ゼン キ オクエン テイド ゾウカ ミコ コンキ カドウ シン キカン オモ ゾウカ ヨウイン







				３．事業の方向性について （投資、海外拠点含む） ジギョウ ホウコウセイ トウシ カイガイ キョテン フク

						
市場シェアについて






ケアリーヴの市場規模・現在シェア・目標シェア



ロイヒつぼ膏の市場規模・現在シェア・目標シェア




（参考）
「ロイヒつぼ膏海外旅行者による購入」 の推定額

（参考）
止血製品、ドレッシング材の国内
医療機器市場規模 シジョウ コウ シジョウ キボ ゲンザイ モクヒョウ サンコウ サンコウ

				(1)						メディカル、テープともに製品、流通経路等が多岐にわたるため市場の正確な規模やシェアをとらえることは難しいが、

										主要製品群は大筋として下記のとおり



												（当社推定） トウシャ スイテイ



										■メディカル事業本部 ジギョウ ホン ブ



										ヘルスケア						市場規模 シジョウ キボ								現在シェア ゲンザイ		目標シェア モクヒョウ

												救急絆創膏市場 （全体） シジョウ ゼンタイ				約170億円 エン				ケアリーヴ（全体） ゼンタイ				35%		40％程度⇒引き上げ方向 ヒ ア ホウコウ

														ドラッグストア集計データよりヘルスケア推定 シュウケイ スイテイ ジョウ

																				伸長継続、J&Jに急接近、シェア差は 3ポイント程度まで縮小 シンチョウ ケイゾク キュウセッキン サ テイド シュクショウ

																				 但しクラスⅡでは依然として 1：4 の差がある タダ イゼン サ



																市場規模 シジョウ キボ

												鎮痛消炎剤市場 チンツウ ショウエン ザイ シジョウ				約500億円 オク エン								現在シェア ゲンザイ		目標シェア モクヒョウ

												鎮痛消炎 貼付剤  （冷感） チンツウ ハリツケ ザイ レイカン				約360億円 エン				ロイヒつぼ膏＋クール アブラ				2.5%		12％程度

												鎮痛消炎 貼付剤  （温感） チンツウ ハリツケ ザイ オンカン				約80億円 エン								インバウンド減により、ピーク時10%のシェアが大幅ダウン ゲン ジ オオハバ

												鎮痛消炎 塗り薬・スプレー類 チンツウ ヌリグスリ ルイ				約60億円 エン





												海外旅行者によるロイヒつぼ膏 推定購入額 ： カイガイ リョコウシャ コウ スイテイ コウニュウ ガク						約30億円  （ロイヒつぼ膏全体の約60％程度） ヤク オクエン アブラ ゼンタイ ヤク テイド

																		⇒ 今期は回復時期見えず　　代理購買の増加の動きを確認している コンキ カイフク ジキ ミ ダイリ コウバイ ゾウカ ウゴ カクニン





																市場規模 シジョウ キボ		市場シェア シジョウ		目標ｼｪｱ モクヒョウ

										医療材 イリョウ ザイ		サージカルテープ（国内） コクナイ				約36億円 ヤク エン		32.0%		40%		※脱脂綿+テープの置換え需要含む ダッシメン オキカ ジュヨウ フク

												穿刺部保護材 （国内） センシ ブ ホゴ ザイ コクナイ				約17億円 ヤク オク エン		60.8%		70%

												フィルムドレッシング　（国内） コクナイ				約60億円 エン		8.4%		15%



						（参考）
テープ事業本部の主要製品
のシェア



										■テープ事業本部 ジギョウ ホン ブ





																シェア		市場規模		傾向 ケイコウ		目標シェア モクヒョウ

												セロテープ（OEM含む） フク				90％程度		85億円		ｽﾃｲ		99％程度 テイド		OEM品シェア30％程度、軽包装国内推定市場規模 CT82億、OPP10億 ヒン テイド ケイ ホウソウ コクナイ スイテイ シジョウ キボ オク オク

												布テープ ヌノ				15％程度		175億円		拡大 カクダイ		20％程度		PEクロス拡大（OH）、養生用布市場はシュリンク（工業品） カクダイ ヨウジョウヨウ ヌノ シジョウ コウギョウ ヒン

												文具向両面テープ				55％程度		40億円 エン		横ばい ヨコ		60％程度		市場全体は横ばいも通販PB微減、100均定番拡大でNBシュリンク シジョウ ゼンタイ ヨコ ツウハン ビゲン タモツ テイバン カクダイ

												一般向けラベル				35％程度		30億円 エン		縮小 シュクショウ		35％程度		横ばいから微減推移 ヨコ ビゲン スイイ

												自補修用ＭＴ ジ				30％程度		35億円 エン		縮小 シュクショウ		40％程度		自補修国内市場性縮小。海外拡大と建築用途への展開促進 ジ ホシュウ コクナイ シジョウ セイ シュクショウ カイガイ カクダイ ケンチク ヨウト テンカイ ソクシン

												野菜結束テープ（VP、VPS、MP）				60％程度		20億円 エン		縮小 シュクショウ		65％程度		ＶＰＳ縮小、ＶＰ微増傾向 産地表示などの増加余地、ＭＰハムソー受注拡大 シュクショウ ビゾウ ケイコウ サンチ ヒョウジ ゾウカ ヨチ ジュチュウ カクダイ



				(2)		コンシューマー事業の市場規模について、今後の拡大・縮小傾向
 ジギョウ シジョウ キボ コンゴ カクダイ シュクショウ ケイコウ



										【ヘルスケアフィールド】



										救急絆創膏は、市場全体として前期の後半から回復を見せており、今期は底堅く推移する想定をしています。 キュウキュウ バンソウコウ シジョウ ゼンタイ ゼンキ コウハン カイフク ミ コンキ ソコガタ スイイ ソウテイ

										当社の「ケアリーヴ」は、№1ブランド・シェアの実現に向けて、市場を上回る成長を目標としています。2021年4月以降好調に推移し、ドラッグストアでのシェアは トウシャ ジツゲン ム シジョウ ウワマワ セイチョウ モクヒョウ ネン ガツ イコウ コウチョウ スイイ ウツ

										首位の競合メーカーと数パーセントの差になっています （※直近は5%程度） シュイ キョウゴウ スウ サ チョク キン テイド

										今期は高機能タイプの「治す力」について、大型販促とブランド向上に向けた積極的なマーケティング施策を実施します。 コンキ コウキノウ ナオ チカラ オオガタ ハンソク コウジョウ ム セッキョクテキ シサク ジッシ



										鎮痛消炎剤市場は、インバウンド消費が戻らない想定をしています。成熟市場ですが、ロイヒの特長である「温感」の鎮痛消炎に訴求し、積極的なプロモーションにより チンツウ ショウエン シジョウ ショウヒ モド ソウテイ セイジュク シジョウ トクチョウ オンカン チンツウ ショウエン ソキュウ セッキョクテキ

										国内認知度向上をはかります。またロキソプロフェン製剤を使用した新製品 「ロイヒ膏ロキソプロフェン」 の取り扱い店舗拡大など育成に努めます。 コクナイ セイザイ シヨウ シンセイヒン コウ ト アツカ テンポ カクダイ イクセイ ツト

										前期比としては堅調と判断しており、今後、お客様がロイヒの製品特長を知り、実際に手にとって試していただく機会の創出を図っていきます。 ゼンキ ヒ ケンチョウ ハンダン コンゴ キャクサマ セイヒン トクチョウ シ ジッサイ テ タメ キカイ ソウシュツ ハカ



										【ECフィールド】

										　コロナ禍によりのリアル店舗 ⇒ EC店舗 へのシフトが急激に進みました。 カ テンポ テンポ キュウゲキ スス

										　医薬品・OTC医療機器のメディカル関連はまだ限定的なのものになっていますが、文具事務用品と日雑品についてはこれまでのECシフトが急激に加速しました。 イヤクヒン イリョウ キキ カンレン ゲンテイ テキ ブング ジム ヨウヒン ニチ ザツ ヒン キュウゲキ カソク

										　今後は単純なECシフトではなく、 お客様のその時々のタイミングで リアル店舗 or EC店舗 が選択される行動が想定されますので コンゴ タンジュン キャクサマ トキドキ テンポ テンポ センタク コウドウ ソウテイ

										  コンシューマー全体としてのデータマーケティングと、ECフィールドとしては大手プラットーフォーマー（アマゾンなど）、越境ECなどの取組みを強化していきます。 ゼンタイ オオテ エッキョウ トリク キョウカ



										【オフィスホームフィールド】

										　「テレワーク、在宅勤務」の拡がりとともに、大量消費するオフィス消耗品はマイナス傾向がさらに強まると考えられます。 ヒロ タイリョウ ショウヒ ショウモウ ヒン ケイコウ ツヨ カンガ

										　一方のパーソナル需要は、数量としては多くありませんが底堅く推移すると想定しています。

										  今後は使用シーンをオフィスではなく 「ホーム」 に拡げた新製品開発を行っていきます。



						BtoB 医療材・工業品の市場規模について、今後の拡大・縮小傾向
 イリョウ ザイ コウギョウ ヒン シジョウ キボ コンゴ カクダイ シュクショウ ケイコウ

										【医療材フィールド】 イリョウ ザイ

										医療機関向けの市場では、新型コロナウイルスの感染対策を踏まえ、従来の学会・訪問にかわりWeb、データ活用による商談、勉強会などが広がっています。 イリョウ キカン ム シジョウ シンガタ カンセン タイサク フ ジュウライ ガッカイ ホウモン カツヨウ ショウダン ベンキョウカイ ヒロ

										また止血製品は、 ワクチン接種需要の高まりに備え、増産と在庫の確保を実施しています。 事業全体に大きな影響を与える売り上げ規模ではありません。 シケツ セイヒン セッシュ ジュヨウ タカ ソナ ゾウサン ザイコ カクホ ジッシ ジギョウ ゼンタイ オオ エイキョウ アタ ウ ア キボ





										【工業品フィールド】 コウギョウ ヒン

										 　重点分野として、『建築・土木』と『農業・食品』 『モビリティ』 に注力しております。 なお東・名・阪・その他の地域によって、注力分野が違っています。 ジュウテン ブンヤ ケンチク ドボク ノウギョウ チュウリョク タ チイキ チュウリョク ブンヤ チガ

										　「セロテープ」 のSDGsを推進しており、EGS/SDGs意識の高い大手ユーザーへの採用を図ります。

										　また、今後の製品開発にあたり、現場密着のマーケットイン型開発、顧客の課題に向き合い試作品の製作、提案につなげる開発営業の実践を図ります。



				(3)		マーケティングデータの活用 カツヨウ

										　ビジネス・プロユースビジネスでは現場のユーザーがマーケティング、新製品課題テーマの入手先となりますが、 ゲンバ シンセイヒン カダイ ニュウシュ サキ

										現場で収集した情報は、営業支援システム（SFA）に登録され、各営業と事業の本部、企画部門間で共有されています。 ゲンバ シュウシュウ ジョウホウ エイギョウ シエン トウロク カクエイギョウ ジギョウ ホンブ キカク ブモン カン キョウユウ



										　また一般消費者向け製品においては、POSデータ、その他小売店実績関連の市場データを基に店頭での売れ筋とマーケットニーズを イッパン ショウヒシャ ム セイヒン タ コウリ テン ジッセキ カンレン シジョウ モト

										捉えるとともに、販売促進策の効果検証等を行っています。 トラ ハンバイ ソクシン サク コウカ ケンショウ トウ オコナ



										その他、お客様相談室や当社ホームページにおける相談窓口を通じて製品開発や販促企画につなげております。



				(4)		ブランド戦略について、具体的な施策の内容と目標
コスト センリャク グタイテキ シサク ナイヨウ モクヒョウ

										コンシューマー向けがブランド育成・強化の対象 ム イクセイ キョウカ タイショウ

										　ブランドマーケティングの専任担当を置き、お客様の価値を的確にとらえる取組みを実施していきます。 センニン タントウ オ キャクサマ カチ テキカク トリク ジッシ

										　プロモーション施策は、従来のマス媒体だけでなくSNSやオウンドメディア（自社発信の情報）なども活用し、お客様の引き寄せを狙いとした施策を実施します。 シサク ジュウライ バイタイ ジシャ ハッシン ジョウホウ カツヨウ キャクサマ ヒ ヨ ネラ シサク ジッシ



										　テープ事業におきましては、日々の生活を便利にする新製品提案とともに、SDGs視点でのセロテープ、食品ロス視点でのワザアリテープなど ジギョウ ヒビ セイカツ ベンリ シンセイヒン テイアン シテン ショクヒン シテン

										社会課題への対応もあわせて周知していきます。 シャカイ カダイ タイオウ シュウチ



										　マーケティングコストとしては、前上期は大型販促を見送りましたが今期は実施を予定しており、増額の見込みです。 マエ カミキ オオガタ ハンソク ミオク コンキ ジッシ ヨテイ ゾウガク ミコ

										　なお国内の展示会費用などは前期に引き続き見送るケースが多くなります。										　その他インターネット関連など情報発信を強化してまいります。 タ カンレン ジョウホウ ハッシン キョウカ



				(5)		海外戦略にける、ケアリーヴ、止血（セサブリック）などのメディカル製品の強み カイガイ センリャク シケツ セイヒン ツヨ

										市場分析・販売政策のベース シジョウ ブンセキ ハンバイ セイサク

										　メディカル製品群、具体的には止血材などの医療施設向け製品、ケアリーヴなどのホームヘルスケア製品について、 セイヒン グン グタイテキ シケツ ザイ イリョウ シセツ ム セイヒン セイヒン

										西欧、東アジア、東南アジアへの拡大を予定しております。 セイオウ ヒガシ トウナン カクダイ ヨテイ

										　競合としてはスリーエム、スミス＆ネフュー（英国）、ジョンソン＆ジョンソンの一部製品のほか、廉価品として現地メーカー品があります。 キョウゴウ エイコク イチブ セイヒン レンカ ヒン ゲンチ ヒン



						












（直近の海外業績の記述を
　変更） チョッキン カイガイ ギョウセキ キジュツ ヘンコウ				　先に挙げた3社にはグローバルプレーヤーとしての様々な強みがありますが、当社が展開を予定しているメディカル製品群は、 サキ ア シャ サマザマ ツヨ トウシャ テンカイ ヨテイ セイヒン グン

										　日本で使用されている高機能・高付加価値品であり、現地ではまだあまり使用されていないものです。 ニホン シヨウ コウキノウ コウ フカ カチ ヒン ゲンチ シヨウ

										　今後、医薬品としての登録を順次進め、製品の販売、販促につとめてまいります。



										体制の整備、製品市場育成の進捗 タイセイ セイビ セイヒン シジョウ イクセイ シンチョク

										　ケアリーヴ、止血製品などの医療機器につきましては、当初計画しておりました主要国への製品登録が概ね完了し、現地でのプロモーション、取扱店舗または病院採用数の シケツ セイヒン イリョウ キキ トウショ ケイカク シュヨウ クニ セイヒン トウロク オオム カンリョウ ゲンチ トリアツカイ テンポ ビョウイン サイヨウスウ

										拡大に向けて、製品を育成する段階となっております。 カクダイ ム セイヒン イクセイ ダンカイ

										　ケアリーヴは最大展開国である韓国で引き続き伸長し、アジア全体に向けて今後大きな成長を測ります。 サイダイ テンカイ コク カンコク ヒ ツヅ シンチョウ ゼンタイ ム コンゴ オオ セイチョウ ハカ

										　止血製品についても、病院での注射後、感染対策としても重要な処置であることを啓蒙し、現地で処置されている脱脂綿、綿棒などの処置からの切り替えを図っていきます シケツ セイヒン ビョウイン チュウシャ ゴ カンセン タイサク ジュウヨウ ショチ ケイモウ ゲンチ ショチ ダッシメン メンボウ ショチ キ カ ハカ

										 

										　なおロイヒは医薬品であるため、現地での販売に当たっては製剤設計の変更が必要な国が大部分になっており、開発を進めている段階です。 イヤク ヒン ゲンチ ハンバイ ア セイザイ セッケイ ヘンコウ ヒツヨウ クニ ダイブブン カイハツ スス ダンカイ

										  中国の越境ECについては、最大のT-mallに旗艦店をオープンしており、ダブルイレブン（独身の日）に合わせた販促活動を行い、拡販につとめています。 チュウゴク エッキョウ サイダイ キカン テン ドクシン ヒ ア ハンソク カツドウ オコナ カクハン





				(6)		海外販社の人員 カイガイ ハンシャ ジンイン

										NICHIBAN（THAILAND）

												14名 メイ

										NICHIBAN  EUROPE

												5名 メイ		現地社員 営業担当1名増 ゲンチ シャイン エイギョウ タントウ メイ ゾウ

												売上規模は、連結ベースでの海外事業売上の一部ということで回答させていただきます。 ウリアゲ キボ レンケツ カイガイ ジギョウ ウリアゲ イチブ カイトウ



				(7)		展開地域の市場、競合企業 テンカイ チイキ キョウゴウ キギョウ

										想定市場　：　中国、韓国、インドネシア、その他東南アジアの医療材市場及びOTC市場 ソウテイ シジョウ チュウゴク カンコク タ トウナン イリョウ ザイ シジョウ オヨ シジョウ

										競合　：　３Ｍ、ジョンソン＆ジョンソン、スミス＆ネヒュー　及びローカル製造業者 キョウゴウ オヨ セイゾウ ギョウシャ



				(8)		Union Thai-Nichibanの
生産能力
 ノウリョク

										生産規模 セイサン キボ		販売金額：10億BAHT/年 オク ネン

										生産拡充		塗工機新設などによる生産拡充の計画はない。　既存設備の改善・更新による生産効率及び生産量向上は継続的に実施。 トコウ キ シンセツ セイサン カクジュウ ケイカク キゾン セツビ カイゼン コウシン セイサン コウリツ オヨ セイサン リョウ コウジョウ ケイゾクテキ ジッシ

												メディカル関連の後工程も一部対応（ケアリーヴ小分け包装など） カンレン アトコウテイ イチブ タイオウ コワ ホウソウ



				(9)		中国への新規市場開拓の進め方 チュウゴク シンキ シジョウ カイタク スス カタ

										  非常に重要な市場として捉えています。 ヒジョウ ジュウヨウ シジョウ トラ

										　BtoCでは、ケアリーヴ育成のために、新たな現地販売パートナーとの取組みを開始しました。また越境ECサイトで旗艦店を出店し、ロイヒおよびケアリーヴの販売を行っています。 イクセイ アラ ゲンチ ハンバイ トリク カイシ エッキョウ キカン テン シュッテン ハンバイ オコナ

										　また大病院向けに、止血製品、術後ケアの採用が進んでおり、今後の拡大が期待できます。 ダイビョウイン ム シケツ セイヒン ジュツゴ サイヨウ スス コンゴ カクダイ キタイ

										　今後、現地取組みの進展をみて、現地駐在事務所や販社などの拡張的な販売施策を行っていきます。 コンゴ ゲンチ トリク シンテン ゲンチ チュウザイ ジム ショ ハンシャ カクチョウテキ ハンバイ シサク オコナ



				(10)		今後の原材料価格アップの転嫁、製品価格の値上げの構想、可能性 コンゴ ゲンザイリョウ カカク テンカ セイヒン カカク ネア コウソウ カノウセイ

										　現時点では販売価格改定の予定はございません。 ゲンジテン ハンバイ カカク カイテイ ヨテイ

										　足元では全体的に値上がり傾向になっており、今後の原油・ナフサ、天然ゴムなど主要原材料価格の値上がりを想定しつつ、値上げの要否を検討しております。 アシモト ゼンタイテキ ネア ケイコウ コンゴ ゲンユ テンネン シュヨウ ゲンザイリョウ カカク ネア ソウテイ ネア ヨウヒ ケントウ





				(11)		ネット通販、直営店などでのメーカー直接販売の
有無または予定 ツウハン チョクエイ テン チョクセツ ハンバイ ウム ヨテイ

										　全て基本的には代理店制度であり、一般消費者への直接販売は行っておりません。 スベ イッパン ショウヒシャ チョクセツ ハンバイ オコナ



										　2021年度の組織改定において、店舗形態としてのECへの取組みに注力すべく 「EC営業統括部」を創設し、大手EC事業者とのマーケティング・プロモーション施策を ネンド ソシキ カイテイ テンポ ケイタイ トリク チュウリョク エイギョウ トウカツ ブ ソウセツ オオテ ジギョウシャ シサク

										より戦略的、積極的に推進する体制をとっております。 センリャクテキ セッキョクテキ スイシン タイセイ

										  BtoCビジネスにおけるリアル店舗からEC店舗へのシフトは近年進んできましたが、コロナ禍・ニューノーマルの流れをきっかけにさらに加速しています。 テンポ テンポ キンネン スス カ ナガ カソク

										 販売チャネルとしてのECの位置づけがさらに高くなり、弊社としてもリソースをかけて体制を整備し、施策を実施していきます。 タカ ヘイシャ タイセイ セイビ シサク ジッシ



				(12)		委託販売、買取販売

										　買取を基本としており、委託販売はありません。 ※越境ECも買取形態 エッキョウ カイトリ ケイタイ



				４．配当、資本政策、大鵬・大塚HDとの関係性について ハイトウ シホン セイサク タイホウ オオツカ カンケイセイ

				(1)		ROEの目標 モクヒョウ

										（連結） レンケツ		＜ 2020年3月期　　　　　　　 4.8％　＞ ネン ガツキ

												＜ 2021年3月期　　　　　　　 3.6％　＞ ネン ガツキ

												＜ 2022年3月期予想　　　　 4.9％　＞ ネン ガツキ ヨソウ





										今後は、効率的な経営の目安とされる 8%～10％ を目標とし、事業拡大との両立を図ってまいります。 コンゴ コウリツテキ ケイエイ メヤス モクヒョウ ジギョウ カクダイ リョウリツ ハカ



				(2)		配当性向指針引き上げの予定 ハイトウ セイコウ シシン ヒ ア ヨテイ

										　株主還元政策として、還元の方法としては配当を基本とすることとし、 カブヌシ カンゲン セイサク カンゲン ホウホウ ハイトウ キホン

										　還元性向の引き上げにつきましては、キャッシュフローと今後の投資計画を見据え、継続的に検討を行っております。 カンゲン セイコウ ヒ ア コンゴ トウシ ケイカク ミス ケイゾクテキ ケントウ オコナ

										 今期は特殊要因による減益要因が大きいと判断し、安定配当を重視した配当予想としております。 コンキ トクシュ ヨウイン ゲンエキ ヨウイン オオ ハンダン アンテイ ハイトウ ジュウシ ハイトウ ヨソウ

										 配当水準の見直しは継続的に行うこととしております。 ハイトウ スイジュン ミナオ ケイゾクテキ オコナ



				(3)		配当・自社株買い(消却)など株主還元に
対する中長期的な考え方、変更 タイ カンガ カタ ヘンコウ

										　自社株購入などによる株主還元策については、総還元性向の引き上げとともに随時検討を行っておりますが、今後の事業拡大に向けた投資を ジシャカブ コウニュウ カブヌシ カンゲン サク ソウ カンゲン セイコウ ヒ ア ズイジ ケントウ オコナ コンゴ ジギョウ カクダイ ム トウシ

										計画または検討している中で、現時点におきましては利益剰余金からの配当を中心とした株主還元とすることとしております。 ケイカク ケントウ ナカ ゲンジテン リエキ ジョウヨキン ハイトウ チュウシン カブヌシ カンゲン



				(4)		コーポレート・カバナンスコードへの対応、計画 タイオウ ケイカク

										　本コードは、当社のガバナンスのあり方を再整備し、その取り組みをステークホルダーに対してどのように情報開示していくか、 ホン トウシャ カタ サイセイビ ト ク タイ ジョウホウ カイジ

										経営として喫緊の最重要課題として捉えております。 ケイエイ キッキン サイジュウヨウ カダイ トラ

										　改訂コーポレートガバナンスコードについては概ね対応を実施しました。 カイテイ オオム タイオウ ジッシ

										但しサステナビリティ開示の TCFD 気候変動による財務影響については、プライム市場移行後への記載に向けて準備を行っております。 タダ カイジ キコウ ヘンドウ ザイム エイキョウ シジョウ イコウ ゴ キサイ ム ジュンビ オコナ



				(5)		現預金保有の適正な金額 ホユウ テキセイ キンガク

										　平均月商の約3か月前後 の保有を前提とした資金運営を行っております。 ヤク ツキ ゼンゴ ホユウ ゼンテイ

										　2021年3月末の資金は、営業キャッシュフローにより増加しています。今後は必要に応じて短期借入やコミットメントライン等の機動的な資金調達を行っていきます。 ネン ガツ マツ シキン エイギョウ ゾウカ コンゴ ヒツヨウ オウ タンキ カリイレ トウ キドウテキ シキン チョウタツ オコナ



						現預金の株主還元の計画、可能性 カブヌシ カンゲン ケイカク カノウセイ				　自社株購入などによる株主還元策については、総還元性向の引き上げとともに随時検討を行っておりますが、今後の事業拡大を計画している ジシャカブ コウニュウ カブヌシ カンゲン サク ソウ カンゲン セイコウ ヒ ア ズイジ ケントウ オコナ コンゴ ジギョウ カクダイ ケイカク

										なかで、現時点におきましては利益剰余金からの配当を中心とした株主還元とすることとしております。 ゲンジテン リエキ ジョウヨキン ハイトウ チュウシン カブヌシ カンゲン



				(6)		今後の新たな資金調達の予定

										設備投資資金は営業キャッシュフロー、現状の資本と借入金、コミットメントライン枠がベースとなりますが、金融市場の動向を踏まえ、 セツビ トウシ シキン エイギョウ ゲンジョウ シホン カリイレ キン ワク キンユウ

										より効率的な資金調達を行ってまいります。



				(7)		企業買収（される）リスク

										　短期的な視点の意思決定者、中期的には企業価値が損なわれる恐れのある敵対的買収者に対する防衛策としては、 タンキテキ シテン イシ ケッテイシャ チュウキテキ キギョウ カチ ソコ オソ テキタイテキ バイシュウ シャ タイ ボウエイ サク

										事業戦略の着実な推進によるキャッシュフローの確保と、本日のような取組みも含めた適切な IR活動 の実施により企業価値を向上させていくことが、 カツドウ

										固定株主・安定株主のことも踏まえ適切であると考えております。 コテイ カブヌシ アンテイ カブヌシ フ テキセツ カンガ



				(8)		今後のM&A

										　海外事業拡大のための販売拠点、商流獲得または生産機能の拡充に向けて検討を行っております。 対象会社には、品質管理機能とメディカル製品の開発、薬事関連の対応も カイガイ ジギョウ カクダイ ハンバイ キョテン ショウリュウ カクトク セイサン キノウ カクジュウ ム ケントウ オコナ タイショウ カイシャ ヒンシツ カンリ キノウ セイヒン カイハツ ヤクジ カンレン タイオウ

										想定し、検討を行っております。 ソウテイ ケントウ オコナ

										　その他、M&Aにつきましては、投資家のみなさまに発表すべき事項がありましたら、決定しだい適時に発表させていただきます。 タ トウシカ ハッピョウ ジコウ ケッテイ テキジ ハッピョウ



				(9)		大鵬薬品工業・大塚ホールディングスとの関係における変化 コウギョウ カンケイ ヘンカ

										大鵬薬品工業及び大塚ホールディングスに対し、連結決算用の資料提出を行っております。 タイホウ ヤクヒン コウギョウ オヨ オオツカ タイ レンケツ ケッサン ヨウ シリョウ テイシュツ オコナ

										その他は特にございません。



				(10)		大塚ホールディングスのグループ会社参画の可能性 ガイシャ サンカク カノウセイ

										当社の位置付けは、大塚ホールディングスに属する大鵬薬品工業の関連会社、正確には持分法適用会社です。 トウシャ イチヅ コウギョウ カンレン ガイシャ セイカク モチブンポウ テキヨウ ガイシャ

										この被持分比率につきましては、現時点では特に申し上げるべきことはございません。 ヒ モチブン ヒリツ トク

										今後公表すべき事柄が生じましたら、適時開示で対応いたします。



												ニチバン株式 「被所有」割合 ： 32.6％ カブ シキ ヒ ショユウ ワリアイ



				(11)		大鵬薬品工業とのシナジー強化 コウギョウ キョウカ

										医療機関向けの ロキソプロフェンナトリウム貼付剤 の受託生産を行っており、供給しております。 イリョウ キカン ム ハリツケ ザイ ジュタク セイサン オコナ キョウキュウ

										（販売高　2020年3月期：5.5億円　　2021年3月期：5.6億円　　2022年3月期予算：5.7億円） ハンバイダカ ネン ガツキ オクエン ネン ガツキ オクエン ネン ガツ キ ヨサン オクエン



										具体的な金額 ： 先方のこともありますので差し控えさせていただきます グタイテキ キンガク センポウ サ ヒカ



										今後は引き続き、当社の粘着技術と大鵬薬品様の製薬技術をもととした、新たな価値をもたらす製品開発、研究と設計の協業を コンゴ ヒ ツヅ トウシャ ネンチャク ギジュツ タイホウ ヤクヒン サマ セイヤク ギジュツ アラ カチ セイヒン カイハツ ケンキュウ セッケイ キョウギョウ

										積極的に進めてまいります。 セッキョクテキ スス



				５．新中期経営計画について シン チュウキ ケイエイ ケイカク

				(1)		売上、利益の伸びの確度
事業別、フィールド別売上(どこを伸ばすか、伸ばさないか) カクド ノ

										新中計 ISHIZUE 2023 ～SHINKA・変革～ は、イノベーション創出とグローバル拡大を機軸とした 「2030年までの中長期ビジョン」  の土台作りとして、 シン チュウケイ ヘンカク ソウシュツ カクダイ キジク ネン チュウチョウキ ドダイ ヅク

										その礎となる 5ヵ年計画としております。



										・中長期成長エンジンの確立に向けて、研究開発技術の深屈りと他企業や研究機関とのオープンイノベーションの推進 チュウチョウキ セイチョウ カクリツ ム ケンキュウ カイハツ ギジュツ フカボリ タキギョウ ケンキュウ キカン スイシン

										・グローバル展開をさらに加速させるための拠点整備と、業務提携・Ｍ＆Ａ施策 テンカイ カソク キョテン セイビ ギョウム テイケイ シサク

										・それらの原動力となる事業推進体制の抜本的な改善、人財施策、ＩＴ施策を重点テーマ化 ゲンドウリョク ジギョウ スイシン タイセイ バッポンテキ カイゼン ジンザイ シサク シサク ジュウテン カ



										成長はヘルスケアフィールドと海外フィールドが最も大きく、医療材フィールドの着実な成長も想定しています。 セイチョウ カイガイ モット オオ イリョウ ザイ チャクジツ セイチョウ ソウテイ

										オフィスホーム、工業品の2フィールドは、事業規模の拡大を狙うのではなく、注力分野を明確化し収益改善を図る計画としております。 コウギョウ ヒン ジギョウ キボ カクダイ ネラ チュウリョク ブンヤ メイカクカ シュウエキ カイゼン ハカ ケイカク





				(2)		売上・利益ではなく、投資家に対するリターンの指標として重視しているもの トウシカ タイ シヒョウ ジュウシ

										　ROEとROA、1株当たりの当期純利益、キャッシュフロー、還元性向は経営として重要な指標と捉えておりますが、 カブ ア トウキ ジュンリエキ カンゲン セイコウ ケイエイ ジュウヨウ シヒョウ トラ

										自己株式買入などによる施策につきましては、現時点においては最優先事項として挙げておりません。 ジコ カブシキ カイイレ ゲンジテン



				(3)		中長期的な設備投資の予定


投資回収期間の目安 チュウチョウキテキ セツビ トウシ ヨテイ トウシ カイシュウ キカン メヤス

										　2022年3月期は 47億円、2023年3月期以降は25億円～タイミングにより最大50億円程度までを想定しております。 ネン ガツキ オクエン ネン ガツ キ イコウ オクエン サイダイ オクエン テイド ソウテイ

												2020年度：27.6億円　 ネンド オクエン

														基幹システム 9億円、 [NBM]新塗工棟 7億円　　　　 キカン

												2021年度：基幹システム 4億円、  [NBM]新塗工棟・塗工機・付帯設備 22億円 、  BPAプラント建屋一部  3億円 キカン トウ トコウ キ フタイ セツビ タテヤ イチブ オクエン

												2022年度：BPAプラント建屋・設備 20億円、 脱溶剤HM塗工機 10億円の一部 タテヤ セツビ オクエン イチブ



										　設備投資の回収期間は、各設備の減価償却に合わせた期間を想定しております。 セツビ トウシ カイシュウ キカン カクセツビ ゲンカ ショウキャク ア キカン ソウテイ













&P


_Label_Keyword_sample_Keyword__Label_Keyword_sample_Keyword_



22/3月期2Q	5725.2	0.27494861401924814	1761	8.4570758975738139E-2	2495.9	0.11986380313886702	2881.9	0.13840117563440077	6426.2	0.30861363505388323	1532.6	7.3602013177862732E-2	

2022/3期

22/3月期2Q	

東/東南アジア（中韓ASEAN）	欧州（EU）	オセアニア	北米	他	0.57110284327213445	0.31029931096183599	7.4045752156337949E-2	2.7762102741763828E-2	1.678999086792779E-2	

売上高構成比

メディカル	テープ	9063.3919999999998	11480.464	

セグメント利益構成比　

メディカル	テープ	2195.375	1039.578	

フィールド別 事業利益 （ニチバン単体）



HC	

22/3月期2Q	15.75395	EC	

22/3月期2Q	2.80088999	99999999	OH	

22/3月期2Q	2.10649	

医療	

22/3月期2Q	2.2119599999999999	工業	



22/3月期2Q	4.9586100000000002	海外	



22/3月期2Q	0.67263000000000006	管理費	22/3月期2Q	-20.07075	全社	22/3月期2Q	8.4337799999999952	





EC 8％
17.6億円

ﾍﾙｽｹｱ 27％
57.3億円

工業品 31％
64.3億円

医療材 14％
28.8億円

海外 7％
15.3億円

売上構成比

アジア

オセアニア

欧州

北米

その他

メディカル 44％
90.6億円

テープ 56％114.8億円

メディカル 68％
22.0億円

テープ 32％
10.4億円

億円

確定

ｵﾌｨｽﾎｰﾑ 12％
25.0億円



前回質疑応答
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実績見込見込


売上高連結 収益基準考慮20,543
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-30
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ヘルスケア5,917
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40
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40
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海外移管分
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99%41,652


1,252


103%


売上原価13,891


384


103%14,521


-126


99%28,412257101%


粗利益6,651


780


113%6,980


96


101%13,631876107%


粗利益率32.4%32.5%32.4%


販売費・一般管理費5,428


436


109%5,662


-100


98%11,090336103%


営業利益1,223


344


139%1,318


196


118%2,541541127%


営業利益率6.0%6.1%6.0%


上期下期


前期比


通期


前期比前期比
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２０２３年３月期見通し
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当期の経営環境
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し

国内事業

ヘルスケア 新型コロナウイルス感染者数減少、国内往来の緩和と海外渡航の一部再開
感染対策の継続とレジャー・イベント・スポーツ関連消費の活性化との同時進行

EC 顧客購入場所のリアル店舗⇒ECへのシフト継続

オフィスホーム テレワークの浸透による文具事務用品市場での法人需要の減少継続
巣ごもり需要を契機とした新しい家庭内消費行動の変化

医療材 新型コロナウイルスワクチン接種の継続、感染対策意識の高まり
外来診療の緩やかな回復

工業品 自動車など基幹産業の生産回復、建設工事の増加傾向と資材価格等の高騰
企業の環境意識の高まりに伴う資材購買行動の変化

海外事業
生産・消費活動の活性化
生産・消費活性化によるコンテナ不足、原油価格高騰による輸送費の高騰
インフレ進行と政策金利の引き上げ

共通

原材料・エネルギー価格の大幅高騰と原材料調達の不安定化
影響を受ける主要原材料：石化製品、紙・セロハン、包装材料など

円安傾向の継続、進行
地政学リスクの顕在化

企業価値向上に向けて

17

参考情報
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2023年3月期 業績見通し
増収も原価大幅アップ

利益横ばい

売上高
増収4.3％
製品売上は堅調の見通し

営業利益
・ 原価 原材料・エネルギー価格

高騰による大幅アップ
・ 販管費 中計重点施策支出を

継続

純利益
・ 特別利益 土地売却益

16億円予定

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

売上高 431.3 100% 450.0 100% 18.7 4.3%

営業利益 24.5 5.7% 25.0 5.6% 0.5 2.0%

当期純利益 18.1 4.2% 30.0 6.7% 11.9 65.8%

ROE 

1株純利益 (円)

2022年3月期 2023年3月期 増減

4.7% 7.5% 2.8p

87.34 144.78 57.44

企業価値向上に向けて

18

参考情報

（億円単位）
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年度使用



				2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				205.0		110.4%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				8.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				6.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		25.23				42.67				17.44		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				205.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



				1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















業績予想



				2022年3月期				2023年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3		100%		450.0		100%		18.7		4.3%				205.0		119.5%				売上高 ウリアゲ ダカ		43,135		45,000		1,865

		営業利益		24.5		5.7%		25.0		5.6%		0.5		2.0%										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		29,638		29,638

		当期純利益		18.1		4.2%		30.0		6.7%		11.9		65.8%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,496		15,362

																								販管費 ハンカンヒ		11,046		11,046

		ROE 		4.7%				7.5%				2.8p												営業利益 エイギョウ リエキ		2,450.017		2,500.000		50

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		87.34				144.78				57.44		0.00				8.0		ERROR:#REF!				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,810		3,000		1,190

																		6.0		ERROR:#REF!				ROE		4.7%		7.5%





																								上期・1Q カミキ		9,196		10,158

																								下期・2Q シモキ		33,939		34,842







																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		38,078		38,961

																								　　　配当 ハイトウ		(621)		(621)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,810		3,000

																								　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(306)

																								上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,961		41,340

																								ROE		4.7%		7.5%

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン				38,961

																								　　　配当 ハイトウ				(622)

																								　　　利益 リエキ				3,000

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン				(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン				41,318

																								ROE				7.5%





業績予想 (上下)



				上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

						2021年3月期				2022年3月期計画				前期比								2021年3月期				2022年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		110		27%		116		27%		6%						ヘルスケア		11,023		27%		11,630		28%		6%

				EC		37		9%		38		9%		2%						EC		3,694		9%		3,750		9%		2%

				オフィスホーム		55		13%		53		13%		-3%						オフィスホーム		5,512		13%		5,320		13%		-3%

		　コンシューマー				202		49%		207		49%		2%				　コンシューマー				20,229		49%		20,700		49%		2%

		　医療材				55		13%		59		14%		7%				　医療材				5,480		13%		5,870		14%		7%

		　工業品				129		31%		129		31%		-0%				　工業品				12,909		31%		12,900		31%		-0%

		国内事業				386		93%		395		94%		2%				国内事業				38,618		93%		39,470		94%		2%

		海外事業				29		7%		32		8%		8%				海外事業				2,910		7%		3,150		8%		8%

		収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								-6		-1%						収益認識基準の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン エイキョウ ガク								(620)		-1%

		　　　全社				415		100%		420		100%		1%				　　　全社				41,528		100%		42,000		100%		1%







計画フィールド内訳

				22年3月期 ネン ガツ キ																												23年3月期 ネン ガツ キ

										NB		移管調整 イカン チョウセイ		移管調整 イカン チョウセイ		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		バッファ調整 チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		12,236.3		(12,564)		12,169		-77.8				-502.3		11,261.5		26%		11,763.8						12,380.1		-70.0				-390.7		-52.1		11,867.3		26.4%		605.8		5.4%		12,258		494.2		4.2%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,720.9		(3,721)		3,845						-32.9		3,812.4		9%		3,845.3						4,235.9						-25.6		-17.8		4,192.5		9.3%		380.1		10.0%		4,218		372.8		9.7%												3,693.8

								オフィスホーム		5,271.7		(5,313)		5,583				28.8		-115.7		5,455.0		13%		5,570.7						5,470.7						-90.0		-23.0		5,357.7		11.9%		-97.4		-1.8%		5,448		-123.1		-2.2%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				21,228.9		(21,598)		21,598		-77.8		28.8		-650.9		20,528.9		48%		21,179.8						22,086.7		-70.0		0.0		-506.3		-93.0		21,417.5		47.6%		888.6		4.3%		21,924		743.9		3.5%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,644.3		(4,786)		4,786		-0.8		1,178.3		-12.2		5,809.4		13%		5,821.6						4,936.7				1,300.0		-9.5		-20.8		6,206.4		13.8%		397.0		6.8%		6,216		394.3		6.8%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		13,163.7		(13,255)		13,255		-57.7		216.6		-36.2		13,286.6		31%		13,322.8						13,446.6		-70.0		260.0		-28.2		-56.6		13,551.9		30.1%		265.3		2.0%		13,580		257.2		1.9%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				39,036.9		(39,639)		39,639		-136.3		1,423.7		-699.3		39,624.9		92%		40,324.2						40,470.0		-140.0		1,560.0		-543.9		-170.3		41,175.8		91.5%		1,550.9		3.9%		41,720		1,395.5		3.5%												37,724.8

						海外 カイガイ				3,022.4		(3,096)		3,096		-1,180.2		1,696.0		-28.4		3,509.7		8%		3,538.1						3,250.0		-1,450.0		2,060.0		-22.1		-13.7		3,824.2		8.5%		314.5		9.0%		3,846		308.2		8.7%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				42,059.3		(42,735)		42,735		-1,316.5		3,119.7		-727.7		43,134.6		100%		43,862.3						43,720.0		-1,590.0		3,620.0		-566.0		-184.0		45,000.0		100%		1,865.4		4.3%		45,566		1,703.7		3.9%												40,399.9		444.387		39,955.5

																		43,862.3								-727.7								45,750.0																-566.0		161.7		-22.2%

																										43,135												(566)		(184)		0								45,000		1,865.4		4.3%

																																																								12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期実績 キ ジッセキ				2,000.3



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ														増産（売価） ゾウサン バイカ		3,861		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-202.5										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		2,369		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		1,227

						賃借料 チンシャク リョウ														売上増収 ウリアゲ ゾウシュウ		2,369										TP増収 ゾウシュウ		379

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-401.5										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		848

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				1,167.6										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		865										利益率差分 リエキ リツ サブン		10%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				84.7										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		585		3月 ガツ										85

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		331.1		10月 ガツ		5,472

																				増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		1,195.7				6,057

						物流費 ブツリュウ ヒ				-166.5

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ

						その他 タ				-32.1



						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		20.0		2021/3期実績		2021/3期 キ		20

		グラフ用 ヨウ		11.6		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						20.0		11.6

				0.8		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						31.6		0.8

				-2.0		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						30.4				2.0

				-4.0		原材料価格 ゲンザイリョウ カカク						26.4				4.0

				-1.9		物流費等増加 ブツリュウ ヒ トウ ゾウカ						24.5				1.9

				24.5		2022/3期実績		2022/3期 キ		24.5

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期計画 キ ケイカク				2,500.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ																NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-120.0

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				350.0

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ

						販売促進費増 ハンバイ ソクシン ヒ ゾウ				-220.0

						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン														HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ				-60.0										NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		25.0		2022/3期計画		2022/3期計画		25.0

				3.5		売上増 ウリアゲ ゾウ						25.0		3.5

				1.5		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						27.0				1.5

				1.8		販売促進費等増加 ハンバイ ソクシン ヒ トウ ゾウカ						25.2				1.8

				0.7		その他 タ						24.5				0.7

				24.5		2022/3期実績		2022/3期実績		24.5

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								2021/3期		415.3

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ				ヘルスケア						415.3		11.3

		フィールド別 ベツ				EC						426.6		0.3

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						424.7				2.2

						医療材 イリョウ ザイ						424.7		3.4

						工業品 コウギョウ ヒン						428.1		4.2

						海外 カイガイ						432.3		6.3

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						431.3				7.3

								2022/3期		431.3

										16.0				25.5		-9.5



利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





利益	

2022/3期計画	2022/3期実績	25	24.5	2022/3期計画	2022/3期実績	25	27	25.2	24.5	増	

2022/3期計画	2022/3期実績	3.5	減	

2022/3期計画	2022/3期実績	1.5	1.8	0.7	





利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





0

0

0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ

				 （単位：円)																		当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ												当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																						売上				売上												売上				売上				粗利								粗利

										今年 コンネン				今年 コンネン				今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				今年 コンネン		今年 コンネン		今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	







2023年3月期計画 事業フィールド売上高
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて

※比較のため、2022年3月期の数字は2023年3月期の期首に実施した売上移管（フィールドの管掌変更）調整を行っています

※1金額 構成比 金額 構成比

ヘルスケア 113 26% 119 27% 5%
EC 38 9% 42 9% 10%
オフィスホーム 55 13% 54 12% -2%

205 48% 214 48% 4%

58 13% 62 14% 7%

133 31% 136 30% 2%

396 92% 412 92% 4%

35 8% 38 8% 9%

431 100% 450 100% 4%

　工業品
国内事業
海外事業
　　　全社

　医療材

2022年3月期 2023年3月期計画
前期比

　コンシューマー

19

参考情報

（億円単位）

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 


年度使用



				2021年3月期				2022年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン										業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		増減 ゾウゲン		当初予想 トウショ ヨソウ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		415.3		100%		431.3		100%		16.0		3.9%				205.0		110.4%				売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		1,606		42,000		43,135		1,135		41,528		45,000		3,472

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ						(438.6)				(23.3)		(5.6%)										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		28,158		1,480				29,638				28,158

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		281.6		67.8%		296.3		68.7%		14.7		5.3%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,370		126				13,496				13,370

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		133.7		32.2%		135.0		31.3%		1.3		0.9%										販管費 ハンカンヒ		11,370		(323)				11,046				11,370

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		113.7		27.4%		110.5		25.6%		△3.2		△2.8%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000.348		449.67		2,500		2,450.017		(50)		2,000		2,500		500

		営業利益		20.0		4.8%		24.5		5.7%		4.5		22.5%				8.0		△2.0%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		460		1,900		1,810		(90)		1,350		3,000		1,650

		当期純利益		13.5		3.3%		18.1		4.2%		4.6		34.1%				6.0		△4.7%				ROE		3.6%		1.1%		4.9%		4.7%		-0.2%		3.6%		4.1%		0.5%



		ROE 		3.6%				4.7%				1.1p

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		25.23				42.67				17.44		0.00										上期・1Q カミキ		9,196						10,158

																								下期・2Q シモキ		32,332						32,976

		フリーキャッシュフロー		28.4  				11.6  				△16.8		0.0																						38.0		38.0

		期末資金残高 キマツ シキン ザンダカ		133.4  				138.4  				5.0		0.0

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		37,219				38,066		38,066				37,219		38,066

																								　　　配当 ハイトウ		(684)				(622)		(622)				(684)		(622)

		(事業別売上高）																						　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,350				1,900		1,810				1,350		3,000

		メディカル事業		0.0 		0%		0.0 		0%		0.0		ERROR:#DIV/0!				0.0 		ERROR:#DIV/0!				　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(12)						(21)				193		(21)

		テープ事業		92.0 		22%		101.5 		24%		9.5		10%				205.0 		ERROR:#DIV/0!				上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		37,873				39,345		39,233				38,078		40,423

		海外事業		323.3 		78%		329.8 		76%		6.5		2%				0.0 		ERROR:#DIV/0!				ROE		3.6%				4.9%		4.7%				3.6%		7.6%





																								期首純資産 キシュ ジュンシサン						38,066		38,066

																								　　　配当 ハイトウ						(622)		(622)

																								　　　利益 リエキ						1,600		1,810

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン								(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン						39,045		39,233

																								ROE						4.1%		4.7%





年度使用（四半期）



				1Q				2Q				3Q				4Q				通期 ツウキ										今回決算 コンカイ ケッサン														前期 ゼン キ

				金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率		金額		増減率								1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q		1Q		2Q		3Q		4Q		通期 ツウキ		上期 カミキ		3Q

		売上高 		101.6				103.8				115.9				110.0				431.3						0.0		売上高 ウリアゲ ダカ		10,158		10,386		11,590		11,001		43,135		20,544		32,134		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(103.0)		(12.0%)		(105.2)		(0.4%)		(117.8)		(2.6%)		(112.6)		(8.5%)		(438.6)		(5.6%)				0.0		収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		10,303		10,520		11,777		11,262		43,862		20,823		32,600		9,196		10,482		11,474		10,376		41,528		19,678		31,152

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		69.1		10.9%		69.8		-4.0%		78.3		2.2%		79.1		13.3%		296.3		5.3%				0.0		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		6,911		6,982		7,831		7,915		29,638		13,893		21,723		6,233		7,276		7,663		6,987		28,158		13,508		21,171

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		32.5		9.6%		34.0		6.1%		37.6		-1.4%		30.9		-8.9%		135.0		0.9%				0.0		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,248		3,404		3759.022		3085.92		13,496		6,651		10,410		2,963		3,207		3811.1		3389		13,370		6,170		9,981

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ		26.5		4.0%		27.8		1.3%		28.8		-3.2%		27.4		-11.8%		110.5		-2.8%				0.0		販管費 ハンカンヒ		2,645		2,784		2886.503		2730.997		11,046		5,429		8,315		2,543		2,749		2981.9		3095.4		11,370		5,292		8,274

		営業利益		6.0		43.7%		6.2		35.3%		8.8		5.2%		3.5		20.9%		24.5		22.5%				0.0		営業利益 エイギョウ リエキ		603		619		873		355		2,450		1,223		2,095		420		458		829		294		2,000		877		1,707

		当期純利益		4.3		134.2%		4.5		33.3%		6.4		-1.7%		2.9		60.0%		18.1		34.0%				0.0		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		435		449		635		291		1,810		884		1,519		186		337		646		182		1,350		523		1,168

		ROE																		4.9%						-0.0		ROE





















業績予想



				2022年3月期				2023年3月期				増減						22年3月期2Q累
2/8公表計画 ネン ガツ キ ルイ コウヒョウ ケイカク								今回決算 コンカイ ケッサン

				金額		構成比		金額		構成比		金額		増減率				8/8公表 当初予想 コウヒョウ トウショ ヨソウ		増減率 ゾウゲン リツ						前期 ゼン キ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3		100%		450.0		100%		18.7		4.3%				205.0		119.5%				売上高 ウリアゲ ダカ		43,135		45,000		1,865

		営業利益		24.5		5.7%		25.0		5.6%		0.5		2.0%										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		29,638		29,638

		当期純利益		18.1		4.2%		30.0		6.7%		11.9		65.8%										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		13,496		15,362

																								販管費 ハンカンヒ		11,046		11,046

		ROE 		4.7%				7.5%				2.8p												営業利益 エイギョウ リエキ		2,450.017		2,500.000		50

		1株純利益 (円) カブ ジュン リエキ エン		87.34				144.78				57.44		0.00				8.0		ERROR:#REF!				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,810		3,000		1,190

																		6.0		ERROR:#REF!				ROE		4.7%		7.5%





																								上期・1Q カミキ		9,196		10,158

																								下期・2Q シモキ		33,939		34,842







																								期首純資産 キシュ ジュンシサン		38,078		38,961

																								　　　配当 ハイトウ		(621)		(621)

																								　　  上期純利益 カミキ ジュンリエキ		1,810		3,000

																								　　　上期その他増減 カミキ タ ゾウゲン		(306)

																								上期末純資産 カミキ マツ ジュンシサン		38,961		41,340

																								ROE		4.7%		7.5%

																								期首純資産 キシュ ジュンシサン				38,961

																								　　　配当 ハイトウ				(622)

																								　　　利益 リエキ				3,000

																								　　　その他増減 タ ゾウゲン				(21)

																								期末純資産 キマツ ジュンシサン				41,318

																								ROE				7.5%





業績予想 (上下)



				上期（1Q+2Q）実績 カミキ ジッセキ						下期（3Q+4Q）予想 シモキ ヨソウ						通期予想 ツウキ ヨソウ												今回決算 コンカイ ケッサン																		業績予想 ギョウセキ ヨソウ

				金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率		金額		前期増減 ゼン キ ゾウゲン		増減率								前期 ゼン キ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		前期通期 ゼン キ ツウキ		通期予想 ツウキ ヨソウ		増減 ゾウゲン		前期下期 ゼン キ シモキ		当期下期 トウキ シモキ		増減 ゾウゲン		前期実績 ゼン キ ジッセキ		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 		431.3						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										売上高 ウリアゲ ダカ		41,528		43,135		1,606		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		（収益認識基準
　 適用前売上高） シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ ウリアゲ ダカ		(434)		(19)		(4.5%)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						収益認識基準適用前 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ マエ		41,528		43,414		1,885		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		営業利益		24.5		4.5		22.5%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ

		当期純利益		18.1		4.6		34.1%		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!						販管費 ハンカンヒ

		ROE														4.9%										営業利益 エイギョウ リエキ		2,000		2,450		450		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350		1,810		460		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																										ROE

		(事業別売上高）

		メディカル事業

		テープ事業

		海外事業

























フィールド業績予想

						2022年3月期				2023年3月期計画				前期比								2022年3月期				2023年3月期計画				前期比

						金額		構成比		金額		構成比										金額		構成比		金額		構成比

				ヘルスケア		113		26%		119		27%		5%						ヘルスケア		11,262		26%		11,867		26%		5%

				EC		38		9%		42		9%		10%						EC		3,812		9%		4,192		9%		10%

				オフィスホーム		55		13%		54		12%		-2%						オフィスホーム		5,455		13%		5,358		12%		-2%

		　コンシューマー				205		48%		214		48%		4%				　コンシューマー				20,529		48%		21,417		48%		4%

		　医療材				58		13%		62		14%		7%				　医療材				5,809		13%		6,206		14%		7%

		　工業品				133		31%		136		30%		2%				　工業品				13,287		31%		13,552		30%		2%

		国内事業				396		92%		412		92%		4%				国内事業				39,625		92%		41,176		92%		4%

		海外事業				35		8%		38		8%		9%				海外事業				3,510		8%		3,824		8%		9%

		　　　全社				431		100%		450		100%		4%				　　　全社				43,135		100%		45,000		100%		4%









計画フィールド内訳

				22年3月期 ネン ガツ キ																												23年3月期 ネン ガツ キ

										NB		移管調整 イカン チョウセイ		移管調整 イカン チョウセイ		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		連結 レンケツ				特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ						NB		相殺 ソウサイ		G自販 ジハン		特売費 トクバイ ヒ		バッファ調整 チョウセイ		連結 レンケツ				増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ		特売費外付け トクバイ ヒ ソト ヅ		増減 ゾウゲン		前期比 ゼンキ ヒ

								ヘルスケア		12,236.3		(12,564)		12,169		-77.8				-502.3		11,261.5		26%		11,763.8						12,380.1		-70.0				-390.7		-52.1		11,867.3		26.4%		605.8		5.4%		12,258		494.2		4.2%												11,352.2		256.4806828269

								EC		3,720.9		(3,721)		3,845						-32.9		3,812.4		9%		3,845.3						4,235.9						-25.6		-17.8		4,192.5		9.3%		380.1		10.0%		4,218		372.8		9.7%												3,693.8

								オフィスホーム		5,271.7		(5,313)		5,583				28.8		-115.7		5,455.0		13%		5,570.7						5,470.7						-90.0		-23.0		5,357.7		11.9%		-97.4		-1.8%		5,448		-123.1		-2.2%												5,545.2		36.254

						コンシューマー				21,228.9		(21,598)		21,598		-77.8		28.8		-650.9		20,528.9		48%		21,179.8						22,086.7		-70.0		0.0		-506.3		-93.0		21,417.5		47.6%		888.6		4.3%		21,924		743.9		3.5%												20,591.1

								医療材 イリョウ ザイ		4,644.3		(4,786)		4,786		-0.8		1,178.3		-12.2		5,809.4		13%		5,821.6						4,936.7				1,300.0		-9.5		-20.8		6,206.4		13.8%		397.0		6.8%		6,216		394.3		6.8%												4,360.6		107.1223171731

								工業品 コウギョウ ヒン		13,163.7		(13,255)		13,255		-57.7		216.6		-36.2		13,286.6		31%		13,322.8						13,446.6		-70.0		260.0		-28.2		-56.6		13,551.9		30.1%		265.3		2.0%		13,580		257.2		1.9%												12,773.1		44.53

						国内 コクナイ				39,036.9		(39,639)		39,639		-136.3		1,423.7		-699.3		39,624.9		92%		40,324.2						40,470.0		-140.0		1,560.0		-543.9		-170.3		41,175.8		91.5%		1,550.9		3.9%		41,720		1,395.5		3.5%												37,724.8

						海外 カイガイ				3,022.4		(3,096)		3,096		-1,180.2		1,696.0		-28.4		3,509.7		8%		3,538.1						3,250.0		-1,450.0		2,060.0		-22.1		-13.7		3,824.2		8.5%		314.5		9.0%		3,846		308.2		8.7%												2,675.1

						全社 ゼンシャ				42,059.3		(42,735)		42,735		-1,316.5		3,119.7		-727.7		43,134.6		100%		43,862.3						43,720.0		-1,590.0		3,620.0		-566.0		-184.0		45,000.0		100%		1,865.4		4.3%		45,566		1,703.7		3.9%												40,399.9		444.387		39,955.5

																		43,862.3								-727.7								45,750.0																-566.0		161.7		-22.2%

																										43,135												(566)		(184)		0								45,000		1,865.4		4.3%

																																																								12000000		12000		-244.5		11755.5

																																																						3832115		3832.115				3832.115





利益増減グラフ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ				2021/3期実績 キ ジッセキ				2,000.3



						広告費・販促費増 コウコク ヒ ハンソク ヒ ゾウ														増産（売価） ゾウサン バイカ		3,861		連結 レンケツ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				-202.5										増産（売価）3工場 ゾウサン バイカ コウジョウ		2,369		3工場 コウジョウ								MD増収 ゾウシュウ		1,227

						賃借料 チンシャク リョウ														売上増収 ウリアゲ ゾウシュウ		2,369										TP増収 ゾウシュウ		379

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-401.5										単体限界利益 タンタイ ゲンカイ リエキ		36.5%										差分 サブン		848

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				1,167.6										販売増効果 ハンバイ ゾウ コウカ		865										利益率差分 リエキ リツ サブン		10%

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン				84.7										在庫増減（売価） ザイコ ゾウゲン バイカ		585		3月 ガツ										85

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ														生産増効果 セイサン ゾウ コウカ		331.1		10月 ガツ		5,472

																				増収増産効果 ゾウシュウ ゾウサン コウカ		1,195.7				6,057

						物流費 ブツリュウ ヒ				-166.5

						管理・政策的経費増 カンリ セイサクテキ ケイヒ ゾウ

						その他 タ				-32.1



						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　前期比 リエキ ゾウゲン ゼンキヒ		20.0		2021/3期実績		2021/3期 キ		20

		グラフ用 ヨウ		11.6		販売・生産増 ハンバイ セイサン ゾウ						20.0		11.6

				0.8		高利益事業（メディカル）伸長 コウリエキ ジギョウ シンチョウ						31.6		0.8

				-2.0		減価償却費増 ゲンカ ショウキャク ヒ ゾウ						30.4				2.0

				-4.0		原材料価格 ゲンザイリョウ カカク						26.4				4.0

				-1.9		物流費等増加 ブツリュウ ヒ トウ ゾウカ						24.5				1.9

				24.5		2022/3期実績		2022/3期 キ		24.5

										利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ				2022/3期計画 キ ケイカク				2,500.0



						政策的経費期ズレ セイサクテキ ケイヒ キ																NB予算 ヨサン		実績 ジッセキ

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ														NB減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		923.632		903.169

						賃借料 チンシャク リョウ

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-120.0

						販売増減 ハンバイ ゾウゲン				350.0

						メディカル比率増減 ヒ リツ ゾウゲン

						販売価格差異 ハンバイ カカク サイ

						販売促進費増 ハンバイ ソクシン ヒ ゾウ				-220.0

						物流費 ブツリュウ ヒ																		予算 ヨサン		実績 ジッセキ		うち経費 ケイヒ								予算 ヨサン		実績 ジッセキ		差異 サイ

						管理経費減 カンリ ケイヒ ゲン														HC・医営業利益 イ エイギョウ リエキ				606		739		130				HC・医療材増収 イリョウ ザイ ゾウシュウ				16,000		16,123		123

						その他 タ				-60.0										NBM営業利益 エイギョウ リエキ				172		306		134				NBM増収 ゾウシュウ				4,422		4,530		108

																																								231

						2022/3期実績 キ ジッセキ				2,450.0																												限界利益 ゲンカイ リエキ		115.5

						生産性向上・コストダウン等、生産効率ダウン セイサンセイ コウジョウ トウ セイサン コウリツ

		利益増減　計画比 リエキ ゾウゲン ケイカク ヒ								利益 リエキ				増 ゾウ		減 ゲン

		グラフ用 ヨウ		25.0		2022/3期計画		2022/3期計画		25.0

				3.5		売上増 ウリアゲ ゾウ						25.0		3.5

				1.5		原材料価格アップ ゲンザイリョウ カカク						27.0				1.5

				1.8		販売促進費等増加 ハンバイ ソクシン ヒ トウ ゾウカ						25.2				1.8

				0.7		その他 タ						24.5				0.7

				24.5		2022/3期実績		2022/3期実績		24.5

										売上高 ウリアゲ ダカ				増 ゾウ		減 ゲン

								2021/3期		415.3

		売上増減　前期比 ウリアゲ ゾウゲン ゼンキヒ				ヘルスケア						415.3		11.3

		フィールド別 ベツ				EC						426.6		0.3

		グラフ用 ヨウ				オフィスホーム						424.7				2.2

						医療材 イリョウ ザイ						424.7		3.4

						工業品 コウギョウ ヒン						428.1		4.2

						海外 カイガイ						432.3		6.3

						収益認識基準適用の影響額 シュウエキ ニンシキ キジュン テキヨウ エイキョウ ガク						431.3				7.3

								2022/3期		431.3

										16.0				25.5		-9.5



利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





売上高	

2021/3期	2022/3期	415.3	431.3	2021/3期	2022/3期	415.3	426.6	424.70000000000005	424.70000000000005	428.1	432.3	431.3	増	

2021/3期	2022/3期	11.3	0.3	3.4	4.2	6.3	減	





2021/3期	2022/3期	2.2000000000000002	7.3	





利益	

2022/3期計画	2022/3期実績	25	24.5	2022/3期計画	2022/3期実績	25	27	25.2	24.5	増	

2022/3期計画	2022/3期実績	3.5	減	

2022/3期計画	2022/3期実績	1.5	1.8	0.7	





利益	

2021/3期	2022/3期	20	24.5	2021/3期	2022/3期	20	31.6	30.4	26.4	24.5	増	

2021/3期	2022/3期	11.6	0.8	減	

2021/3期	2022/3期	2	4	1.9	





0

0

0



重点製品増減

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		+19%		+12%		+9%		+3%		+10%		+8%				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		+18%		+26%		-0%		-31%		-54%		+23%				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		+3%		+0%		+1%		-3%		-5%		+3%				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		+2%		+0%		+3%		+0%		+4%		+13%				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		+1%		+4%		+2%		+0%		-2%		+4%				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ						+80%		+25%		-3%		+28%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		-2%				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		-5%				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		+2%		-2%		+1%		-9%		-3%		+8%				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		+2%		+0%		+3%		-4%		-12%		+4%				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		+0%		-2%		+5%		-5%		-3%		-3%				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		+58%		+33%		-5%		+12%		+36%		+41%

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								-2%		-10%		+12%

				海外マスキング カイガイ		+45%		+60%		-27%		+22%		+8%		+2%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				-8%		+2%		-16%		-25%		+31%

				アジア向け ム		+2%		+3%		+10%		-11%								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		+0%		+15%		-1%		+7%								+1%		+19%		+25%		+24%

				セロテープⓇ		+0%		+1%		+2%		-2%		+1%		+0%

				ナイスタック™		+2%		-5%		-1%		-3%		-2%		+0%

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										+0%		-46%

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	0	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	0	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.12	0.09	0.03	0.1	0.08	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.26	-1E-3	-0.31	-0.54	0.23	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.01	-0.03	-0.05	0.03	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	0	0.04	0.13	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.04	0.02	0	-0.02	0.04	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.8	0.25	-0.03	0.28000000000000003	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.01	0.02	-0.02	0.01	-0.02	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.05	-0.01	-0.03	-0.02	-0.05	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.01	-0.09	-0.03	0.08	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.03	-0.04	-0.12	0.04	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	0.05	-0.05	-0.03	-0.03	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.33	-0.05	0.12	0.35599999999999998	0.41	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.02	-0.1	0.115	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.6	-0.27	0.22	0.08	1.7000000000000001E-2	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	-0.08	0.02	-0.16	-0.25	0.31	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	-0.46	









重点製品増減 (値・逆算)

						17/3期 キ		18/3期 キ		19/3期 キ		20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ				13/3期 キ		14/3期 キ		15/3期 キ		16/3期 キ

				ケアリーヴ™		41		45		49		51		56		61				+18%		+11%		+3%		+12%

				ロイヒ™		44		56		56		38		18		22				+13%		+15%		+62%		+85%

				絆創膏 バンソウコウ		11		11		11		11		10		11				-1%		+3%		-4%		-0%

				止血製品 シケツ セイヒン		12		12		12		12		13		14				+4%		+7%		-1%		-2%

				ドレッシング		5		5		5		5		5		5				+7%		+3%		+5%		+5%

				術後ケア ジュツゴ		1		1		2		3		3		3

				セロテープⓇ		21		21		22		21		22		21				+0%		+9%		-7%		+3%

				ナイスタック™		11		10		10		10		10		9				+4%		+6%		-8%		-2%

				業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ ギョウムヨウ ホウソウ		69		68		68		62		60		65				-2%		+2%		-4%		-1%

				マスキングテープ		22		22		23		22		19		20				+1%		-2%		-6%		+1%

				野菜結束テープ ヤサイ ケッソク		17		17		18		17		17		16				-4%		+4%		-7%		+3%

				海外ケアリーヴ™ カイガイ		3		4		4		4		6		8

				海外止血製品 カイガイ シケツ セイヒン								3		2		3

				海外マスキング カイガイ		4		6		4		5		6		6

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ				6		6		5		4		5

				アジア向け ム		0		0		0		(0)								-5%		+20%		+35%		+2%

				欧州向け オウシュウ ム		0		0		(0)		0								+1%		+19%		+25%		+24%







				セロテープⓇ		17		17		17		17		17		17

				ナイスタック™		6		6		6		6		6		6

				ロイヒ™越境EC エッキョウ										0		0

				PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ



ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.3174	26652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.038461	5384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21	.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153	846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.529999	9999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.51622418879056	12	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.2332784	52938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	







海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	







セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	16.9275631044497	17.266114366538694	16.920792079207921	17.09	17.09	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9866495801694626	5.9267830843677682	5.7489795918367355	5.6340000000000003	5.6340000000000003	ロイヒ™越境EC	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0	0.37	ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	45.397713964561731	49.48350822137229	50.96801346801346	56.06481481481481	60.55	ロイヒ	™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	55.588090485452696	55.532502394967246	38.317426652527395	17.626016260162601	21.68	絆創膏	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.067803649652586	11.178481686149112	10.843127235564639	10.300970873786406	10.61	止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	11.689809460236473	12.040503744043567	12.040503744043567	12.522123893805311	14.15	ドレッシング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.04047772955336	5.1412872841444273	5.1412872841444273	5.0384615384615383	5.24	術後ケア	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	1.2313860252004583	2.2164948453608249	2.7706185567010309	2.6875	3.44	セロテープⓇ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	21.437146287086261	21.865889212827987	21.428571428571427	21.642857142857142	21.21	ナイスタック™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	10.32393095023899	10.2206916407366	9.9140708915145019	9.715789473684211	9.23	業務用ｾﾛﾊﾝ・包装ﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	67.5702931495521	68.245996081047622	62.103856433753343	60.24074074074074	65.06	マスキングテープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	22.233278452938649	22.900276806526808	21.984265734265733	19.346153846153847	20.12	野菜結束テープ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	17.09023328860998	17.94474495304048	17.047507705388455	16.536082474226802	16.04	海外ケアリーヴ™	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	3.9128449379269425	3.7172026910305953	4.1632670139542673	5.6453900709219864	7.96	海外止血製品	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	2.5211758844045837	2.2690582959641254	2.5299999999999998	海外マスキング	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.7350269364707946	4.18656966362368	5.10761498962089	5.5162241887905612	5.61	PanfixTM ｾﾙﾛｰｽﾃｰﾌﾟ	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	5.9871276754976792	6.1068702290076331	5.1297709923664119	3.8473282442748089	5.04	アジア向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.03	0.1	-0.11	欧州向け	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	0.15	-0.01	7.0000000000000007E-2	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	18/3期	19/3期	20/3期	21/3期	22/3期	









国内カテゴリ販売

		カテゴリー別販売実績（国内） ベツ ハンバイ ジッセキ コクナイ

										2021年度 上期 ネンド カミキ														2020年度 上期 ネンド カミキ				2020		2021年度予算 上期 ネンド ヨサン カミキ				2021予 ヨ

		フィールド		カテ1		カテ2		カテ3		1Q		対前 タイゼン		2Q		対前 タイゼン		上期 カミキ		対前 タイゼン		対予算 タイ ヨサン		1Q		2Q				1Q		2Q

		ヘルスケア		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		1,055,267		113%		1,149,242		103%		2,204,509		108%		100%		933,211		1,116,419		2,049,629		1,104,804		1,110,196		2,215,000

								A01102ケアリーヴ治す力		253,934		120%		262,857		107%		516,790		113%		100%		211,319		245,696		457,015		252,359		262,641		515,000

						A011ケアリーヴ 集計				1,309,201		114%		1,412,099		104%		2,721,300		109%		100%		1,144,529		1,362,115		2,506,644		1,357,163		1,372,837		2,730,000

						A012創傷ケア				347,940		103%		398,101		99%		746,042		101%		97%		337,500		402,738		740,238		358,620		410,580		769,200

						A021ロイヒ		A02101ロイヒつぼ膏		536,519		162%		540,431		112%		1,076,949		132%		122%		331,355		483,297		814,652		438,720		445,280		884,000

								A02102ロイヒプラスター		17,439		304%		14,644		326%		32,082		314%		59%		5,742		4,488		10,230		26,460		27,540		54,000

								A02103ロイヒクリーム		7,676		182%		3,022		84%		10,698		137%		59%		4,220		3,585		7,805		8,823		9,177		18,000

						A021ロイヒ 集計				561,634		165%		558,096		114%		1,119,730		134%		117%		341,316		491,371		832,686		474,003		481,997		956,000

						A022スピール				146,578		97%		132,848		107%		279,426		101%		96%		150,567		124,739		275,307		143,791		146,209		290,000

						A023スキンケア				1,787		147%		1,280		100%		3,067		123%		96%		1,213		1,280		2,493		1,617		1,583		3,200

						A031BW		A03101BWC		262,255		193%		222,076		86%		484,331		123%		84%		136,208		257,589		393,796		286,049		287,951		574,000

								A03102セラポア		158,667		182%		139,513		88%		298,180		122%		84%		86,985		158,029		245,014		175,567		178,733		354,300

								A03103Wグリップ		15,620		305%		8,317		66%		23,937		135%		80%		5,124		12,622		17,746		14,697		15,303		30,000

								A03109BWその他		20,752		157%		21,683		139%		42,435		147%		102%		13,222		15,609		28,831		20,337		21,263		41,600

						A031BW 集計				457,294		189%		391,589		88%		848,883		124%		85%		241,538		443,849		685,388		496,650		503,250		999,900

						A099HCその他				26,976		85%		20,245		126%		47,221		99%		105%		31,752		16,131		47,883		22,403		22,647		45,050

				A01ヘルスケア 集計						2,851,409		127%		2,914,258		103%		5,765,668		113%		100%		2,248,416		2,842,222		5,090,638		2,854,247		2,939,103		5,793,350

				A11医療材						72,643				74,416				147,059						39,297		51,217		90,514		42,149		43,851		86,000

				B11テープ共通						837				2,408				3,245						3,248		2,871		6,120		1,304		1,346		2,650

				B21オフィスホーム						(103)				(43)				(146)						297		(7)		290

				B31工業品						108								108								43		43

				Z01その他						425				410				835						261		345		606

				総計						2,925,319		128%		2,991,449		103%		5,916,768		114%		101%		2,291,519		2,896,692		5,188,211		2,897,700		2,984,300		5,882,000



		EC		A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ				14,509				13,306				27,814						9,827		11,976		21,803		12,144		14,131		26,275

						A012創傷ケア				1,523				1,752				3,275						1,881		1,631		3,512		1,602		1,862		3,464

						A021ロイヒ				25,537		131%		9,102		63%		34,640		103%		62%		19,425		14,354		33,780		27,774		27,821		55,595

						A022スピール				206				201				407						286		1,382		1,667		281		329		610

						A023スキンケア				12				11				23								17		17		10		10		20

						A031BW				1,868				2,040				3,908						1,298		1,806		3,104		1,487		1,715		3,202

				A01ヘルスケア 集計						43,655				26,412				70,067						32,717		31,166		63,883		43,298		45,868		89,166

				A11医療材						28,542				27,816				56,358						21,507		24,857		46,364		24,875		29,187		54,062

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		299,973				325,260				625,233						279,653		311,358		591,011		275,778		322,806		598,584

								B11102CT着色・印刷・FP		13,694				14,449				28,142						10,050		13,662		23,712		11,041		12,513		23,554

								B11103CT規格		72,658				77,284				149,942						87,505		114,314		201,819		76,314		89,463		165,777

								B11106MD		223				410				633						174		224		398		460		540		1,000

						B111CT 集計				386,548		102%		417,402		95%		803,950		98%		102%		377,382		439,558		816,940		363,593		425,322		788,915

						B116HM				61,817				67,514				129,331						59,071		79,395		138,466		72,734		84,493		157,227

						B117パッケージ				10,411				12,377				22,788						9,892		16,373		26,266		11,654		12,981		24,635

						B216接合その他				2,536				1,895				4,430						1,846		2,091		3,938		1,419		1,534		2,953

						B351機器				17,570				14,453				32,023						11,317		12,982		24,298		12,176		14,783		26,959

						B499テープその他				2,099				3,339				5,438						1,763		2,767		4,530		3,195		3,692		6,887

				B11テープ共通 集計						480,981		104%		516,980		93%		997,961		98%		99%		461,272		553,166		1,014,438		464,771		542,805		1,007,576

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		148,100				171,842				319,942						144,925		159,000		303,925		161,787		189,508		351,295

								B21102NWアプリ		1,730				1,261				2,991						2,243		2,730		4,973		921		1,079		2,000

						B211ナイスタック 集計				149,830		102%		173,103		107%		322,933		105%		91%		147,169		161,729		308,898		162,708		190,587		353,295

						B221ラベル				53,415				46,940				100,355						63,656		53,970		117,626		50,284		59,008		109,292

						B226製本				67,306				57,066				124,371						57,208		57,051		114,259		54,284		63,716		118,000

						B227粘着メモ				11,863				10,016				21,879						9,152		9,757		18,909		6,443		7,557		14,000

						B251雑貨				3,099				1,157				4,256						5,259		4,813		10,071		11,465		13,485		24,950

				B21オフィスホーム 集計						285,513		101%		288,281		100%		573,794		101%		93%		282,443		287,320		569,763		285,184		334,353		619,537

				B31工業品						34,447				39,565				74,012						27,577		36,346		63,923		28,562		33,550		62,112

				Z01その他						(5,749)				(5,337)				(11,086)						(4,897)		(5,145)		(10,042)		(4,842)		(5,525)		(10,367)

				総計						867,388		106%		893,717		96%		1,761,105		101%		97%		820,618		927,711		1,748,329		841,848		980,238		1,822,086



		オフィスホーム		A01ヘルスケア						4,954				1,951				6,905						2,714		3,125		5,840

				A11医療材						477				554				1,031						754		1,242		1,995

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		208,506				248,530				457,036		96%		106%		223,583		252,347		475,929		203,444		227,556		431,000

								B11102CT着色・印刷・FP		11,544				12,684				24,228		90%		93%		10,176		16,657		26,833		12,273		13,727		26,000

								B11103CT規格		235,204				258,823				494,027		101%		98%		229,725		257,027		486,752		236,943		265,057		502,000

								B11106MD		3,289				3,003				6,293		91%		105%		3,365		3,518		6,883		2,838		3,162		6,000

						B111CT 集計				458,543		98%		523,040		99%		981,583		99%		102%		466,849		529,548		996,397		455,498		509,502		965,000

						B116HM				203,102				218,678				421,780						185,757		242,439		428,196		211,440		236,560		448,000

						B117パッケージ				28,320				40,328				68,648						40,875		47,606		88,480		50,269		56,231		106,500

						B216接合その他				16,769				16,651				33,420						20,433		20,061		40,494		21,945		24,555		46,500

						B351機器				9,181				9,051				18,233						7,796		8,214		16,009		6,598		7,402		14,000

						B499テープその他				16,685				19,657				36,342						14,869		22,502		37,371		15,572		17,428		33,000

				B11テープ共通 集計						732,602				827,404				1,560,006						736,578		870,370		1,606,948		761,322		851,678		1,613,000

				B21オフィスホーム		B211ナイスタック		B21101ナイスタック		203,144				228,550				431,694						225,021		237,631		462,652		223,499		250,001		473,500

								B21102NWアプリ		10,359				5,629				15,988						5,603		13,677		19,281		8,496		9,504		18,000

						B211ナイスタック 集計				213,503		93%		234,179		93%		447,682		93%		91%		230,624		251,309		481,933		231,995		259,505		491,500

						B221ラベル				96,668				77,293				173,961						79,990		83,819		163,809		66,535		74,465		141,000

						B226製本				66,510				59,170				125,680						57,277		63,595		120,872		42,942		48,058		91,000

						B227粘着メモ				27,434				27,361				54,795						27,242		30,687		57,929		25,506		28,494		54,000

						B251雑貨		B25101プチジョア		8,659				7,652				16,310						8,566		7,785		16,350		8,955		10,045		19,000

								B25102ディアキチ		19,103				12,840				31,943		85%				24,311		13,456		37,766		29,038		32,512		61,550

								B25103ディズニー		761				310				1,071						476		702		1,178		471		529		1,000

								B25104LS小巻		168				299				467						373		458		831		472		528		1,000

						B251雑貨 集計				28,690		85%		21,100		94%		49,791		89%		60%		33,726		22,400		56,126		38,936		43,614		82,550

				B21オフィスホーム 集計						432,806				419,104				851,909						428,859		451,810		880,669		405,914		454,136		860,050

				B31工業品						30,106				48,433				78,539						23,724		71,664		95,389		61,824		69,176		131,000

				Z01その他						(3,920)				(3,064)				(6,985)						(3,191)		(3,527)		(6,718)		(2,359)		(2,641)		(5,000)

				総計						1,197,025		101%		1,294,381		93%		2,491,406		96%		96%		1,189,439		1,394,684		2,584,123		1,226,701		1,372,349		2,599,050



		医療材 イリョウ ザイ		A01ヘルスケア						109,239				120,325				229,564						85,937		104,145		190,082		104,390		126,225		230,615

				A11医療材		A111巻絆		A11101エラストポア		44,695		106%		46,556		102%		91,251		104%		206%		42,094		45,855		87,949		20,198		24,162		44,360

								A11102サージカル		42,077		106%		44,001		100%		86,079		102%		99%		39,825		44,177		84,003		39,802		47,198		87,000

								A11103スキナゲート		68,471		110%		73,653		98%		142,123		103%		72%		62,476		75,382		137,858		89,761		106,619		196,380

								A11109巻絆その他		101,036		106%		101,572		98%		202,608		102%		104%		95,505		103,722		199,226		88,630		105,320		193,950

						A111巻絆 集計				256,278		107%		265,783		99%		522,061		103%		100%		239,899		269,137		509,036		238,391		283,299		521,690

						A112止血		A11201ステプティ		58,525		128%		59,799		97%		118,323		110%		97%		45,872		61,549		107,421		55,522		66,378		121,900

								A11202インジェクションパッド		135,319		121%		142,958		101%		278,277		110%		100%		112,202		141,774		253,977		127,452		151,538		278,990

								A11203チューシャバン		128,754		206%		140,335		166%		269,089		183%		148%		62,496		84,722		147,218		83,005		99,295		182,300

								A11209止血その他		35,256		112%		32,599		101%		67,856		106%		85%		31,558		32,299		63,856		36,165		43,235		79,400

						A112止血 集計				357,854		142%		375,691		117%		733,545		128%		111%		252,128		320,344		572,472		302,144		360,446		662,590

						A113ドレッシング				125,069		110%		135,493		101%		260,562		105%		101%		113,764		134,527		248,292		117,822		140,468		258,290

						A114術後ケア				79,394		137%		82,524		112%		161,918		123%		109%		57,886		73,637		131,523		67,279		81,021		148,300

						A118その他医療材				47,086				47,268				94,354						41,914		45,911		87,825		41,701		49,859		91,560

						A119医療材特納				835				771				1,606						1,470		799		2,269		953		1,247		2,200

				A11医療材 集計						866,516				907,531				1,774,047						707,063		844,355		1,551,417		768,290		916,340		1,684,630

				A12OEM貼付剤						171,832		204%		204,475		81%		376,307		112%		95%		84,131		252,766		336,897		174,759		220,041		394,800

				B11テープ共通						1,259				1,137				2,396						997		1,522		2,519		1,176		1,398		2,574

				B21オフィスホーム						17				21				37						56		32		88		44		52		96

				B31工業品						36				72				108						32		58		90		40		45		85

				Z01その他						1,035				899				1,934						1,328		1,019		2,347		956		1,044		2,000

				総計						1,149,933		131%		1,234,460		103%		2,384,394		114%		103%		879,543		1,203,898		2,083,441		1,049,655		1,265,145		2,314,800



		工業品 コウギョウ ヒン		A01ヘルスケア						23,254				23,828				47,082						33,008		31,641		64,648		23,110		23,962		47,072

				A11医療材						10,291				13,277				23,568						23,635		5,994		29,629		8,490		8,810		17,300

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		269,065				267,984				537,049		108%		103%		241,757		254,900		496,657		251,732		270,684		522,416

								B11102CT着色・印刷・FP		275,026				282,715				557,740		105%		100%		242,048		290,494		532,543		267,261		292,885		560,146

								B11103CT規格		5,984				5,416				11,400		117%		125%		5,832		3,909		9,741		4,536		4,587		9,123

								B11104CT-OEM透明		234,725				207,438				442,163		108%		108%		209,592		200,464		410,056		204,948		203,052		408,000

								B11105CT-OEM着色印刷		70,785				71,117				141,901		103%		97%		53,645		84,056		137,701		63,624		82,876		146,500

								B11106MD		206				165				371						223		238		461		147		153		300

								B11108CT-OEM BS		1,128				840				1,968						360		1,020		1,380		686		714		1,400

						B111CT 集計				856,919		114%		835,674		100%		1,692,592		107%		103%		753,456		835,082		1,588,538		792,934		854,951		1,647,885

						B116HM				379,137				388,783				767,919						366,773		382,183		748,956		369,132		382,641		751,773

						B117パッケージ				295,722				289,747				585,469						271,476		280,284		551,760		280,224		285,941		566,165

								（梱包用包装テープ・CT） コンポウヨウ ホウソウ		1,531,778		110%		1,514,203		101%		3,045,981		105%		103%		1,391,705		1,497,549		2,889,254		1,442,290		1,523,533		2,965,823

						B216接合その他				31,317				26,142				57,460						27,194		27,788		54,982		27,035		28,012		55,047

						B351機器				59,882				55,160				115,042						49,631		60,531		110,162		53,615		54,726		108,341

						B499テープその他				2,487				2,326				4,812						2,454		2,202		4,656		2,268		2,345		4,613

				B11テープ共通 集計						1,625,463				1,597,831				3,223,295						1,470,984		1,588,070		3,059,054		1,525,208		1,608,616		3,133,824

				B21オフィスホーム						10,443				7,956				18,399						7,190		10,439		17,629		8,895		9,218		18,113

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		212,598				211,702				424,300						186,829		207,448		394,277		197,449		204,694		402,143

								B31106クレープ・塩ビ		135,849				131,934				267,782						94,857		120,344		215,202		119,344		123,740		243,084

								B31107カーガード		9,254				12,479				21,733						6,825		9,797		16,622		8,490		8,805		17,295

								B31108建築マスキング		131,219				145,835				277,054						116,029		150,909		266,938		135,852		143,886		279,738

						B311マスキング 集計				488,919		121%		501,950		103%		990,869		111%		105%		404,541		488,498		893,039		461,135		481,125		942,260

						B316土木				345				392				736						197		126		323		294		306		600

						B321結束		B32101BS		133,868				137,562				271,429		98%		97%		139,248		137,079		276,327		135,621		143,577		279,198

								B32102たばねら		264,584				254,370				518,953		94%		94%		285,135		265,759		550,894		269,831		279,743		549,574

								B32103とめたつ		14,785				7,110				21,895						13,776		6,425		20,201		10,271		9,082		19,353

						B321結束 集計				413,237		94%		399,041		98%		812,278		96%		96%		438,159		409,263		847,422		415,723		432,402		848,125

						B361電気・特殊				251,025				233,275				484,301						208,126		167,244		375,370		214,114		196,226		410,340

						B371情報記録材				325,120				321,181				646,301						341,723		320,984		662,707		345,227		324,773		670,000

						B381生物捕獲				80,837				58,537				139,374						65,564		60,382		125,946		61,849		64,114		125,963

				B31工業品 集計						1,559,483				1,514,377				3,073,859						1,458,309		1,446,498		2,904,806		1,498,342		1,498,946		2,997,288

				Z01その他						(3,273)				(2,797)				(6,070)						(2,963)		(1,682)		(4,644)		(2,812)		(2,921)		(5,733)

				総計						3,225,661		108%		3,154,472		102%		6,380,134		105%		103%		2,990,163		3,080,960		6,071,123		3,061,233		3,146,631		6,207,864

				Fi		8 海外

				合計 / 金額																				西暦年度YYYY		四半期名

										2021								2021 集計						2020				2020 集計		2021予				2021予 集計

				カテ1		カテ2		カテ3		1Q				2Q										1Q		2Q				1Q		2Q

				A01ヘルスケア		A011ケアリーヴ		A01101ケアリーヴ		157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

								A01102ケアリーヴ治す力																						0		0		0

						A011ケアリーヴ 集計				157,612				144,538				302,150						159,608		150,033		309,641		170,584		176,213		346,797

						A012創傷ケア				5,640				1,925				7,565						4,230		3,525		7,755		4,552		4,413		8,965

						A021ロイヒ				60				2,124				2,184						0		0		0		1,978		2,022		4,000

						A022スピール																				0		0		0		500		500

						A031BW				4,773				10,832				15,606						730		5,015		5,746		6,880		7,171		14,051

				A01ヘルスケア 集計						168,085				159,420				327,505						164,568		158,573		323,141		183,994		190,319		374,313

				A11医療材		A111巻絆				47,429				51,816				99,245						27,275		29,906		57,180		41,401		42,134		83,535

						A112止血		A11201ステプティ		13,672				22,681				36,353						16,734		27,620		44,354		24,278		24,038		48,316

								A11202インジェクションパッド		52,746				35,047				87,792						40,501		45,349		85,850		52,590		54,118		106,708

								A11203チューシャバン		6,930				15,881				22,811						645		3,331		3,977		3,728		3,814		7,542

						A112止血 集計				73,347				73,609				146,956						57,880		76,301		134,181		80,596		81,970		162,566

						A113ドレッシング				12,226				11,261				23,487						11,608		9,406		21,014		8,887		8,769		17,656

						A114術後ケア				16,607								16,607						10,693		16,838		27,532		15,744		16,456		32,200

						A118その他医療材				3,808				7,261				11,069						4,603		3,414		8,017		3,561		3,640		7,201

						A119医療材特納				3,032				2,675				5,707						3,657		1,714		5,372		3,960		4,040		8,000

				A11医療材 集計						156,449				146,621				303,070						115,716		137,579		253,295		154,149		157,009		311,158

				B11テープ共通		B111CT		B11101CT透明		1,491				2,884				4,375						6,812		4,368		11,180		5,828		6,637		12,465

								B11102CT着色・印刷・FP		1,652				180				1,832						891		213		1,104		524		531		1,055

								B11103CT規格		1,412				3,551				4,963						3,256		999		4,256		2,240		2,538		4,778

								B11106MD																						0		0		0

								B11107CT海外		89,093				63,973				153,066						108,992		115,993		224,985		62,642		71,490		134,132

						B111CT 集計				93,648				70,588				164,236						119,951		121,573		241,525		71,234		81,196		152,430

						B116HM				58,089				59,722				117,811						53,941		41,197		95,137		42,769		42,295		85,064

						B117パッケージ				12,059				11,810				23,869						13,390		10,438		23,828		10,956		12,512		23,468

						B216接合その他				512				12				524						490				490		112		120		232

						B351機器				2,146				2,608				4,753						3,968		1,354		5,322		2,573		2,773		5,346

						B499テープその他								4,334				4,334												0		0		0

				B11テープ共通 集計						166,453				149,074				315,527						191,739		174,563		366,302		127,644		138,896		266,540

				B21オフィスホーム						1,810				1,191				3,000						473		471		944		443		496		939

				B31工業品		B311マスキング		B31101MT		134,789				177,482				312,271						95,838		156,089		251,927		114,168		111,352		225,520

								B31106クレープ・塩ビ		37,947				33,177				71,124						23,415		29,895		53,310		40,047		44,752		84,799

								B31107カーガード		66,374				44,719				111,093						22,322		44,194		66,516		61,826		70,541		132,367

								B31108建築マスキング		4,623				7,240				11,862						3,721		7,931		11,652		5,215		5,087		10,302

						B311マスキング 集計				243,733				262,617				506,351						145,296		238,109		383,405		221,256		231,732		452,988

						B321結束				11,124				4,285				15,409						10,696		15,424		26,119		12,211		13,925		26,136

						B361電気・特殊				3,154				3,359				6,513						2,557		1,123		3,679		1,755		1,973		3,728

				B31工業品 集計						258,011				270,261				528,273						158,548		254,656		413,204		235,222		247,630		482,852

				Z01その他						2,050				774				2,824						1,887		654		2,541

				総計						752,859				727,340				1,480,199						632,932		726,496		1,359,427		701,452		734,350		1,435,802





海外カテゴリ販売

								海外カテゴリー別販売実績（連結ベース） カイガイ ベツ ハンバイ ジッセキ レンケツ

								 （単位：千円) センエン																														当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																																						売上				売上				粗利								粗利

																																						前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2021/1Q				2021/2Q				2021/上期 カミキ				2020/1Q		2020/2Q		2020/上 カミ		前年比 ゼンネンヒ		2020/1Q		2020/2Q		2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

								ケアリーヴ　計 ケイ		167,591		99%		156,731		101%		324,322		99.9%		169,884		154,637		324,520		97.1%		167,591,120		156,730,793		324,321,913		99.9%		169,883,963		154,636,517		324,520,480		97.1%		121,860,000		124,630,604		102.3%		38.4%		62,409,500		64,631,760				0.0%

								あかぎれ　　計		5,640		133%		1,410		40%		7,050		90.9%		4,230		3,525		7,755				5,640,000		1,410,000		7,050,000		90.9%		4,230,000		3,525,000		7,755,000				2,942,500		2,675,000		90.9%		37.9%		1,605,000		2,140,000				

								その他救急絆　　計 タ キュウキュウ キズナ		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								ロイヒ　　計		664				0				664				0		0		0				664,433		0		664,433				0		0		0				0		23,833				3.6%		0		23,833				0.0%

								スピール　　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								アトファイン　　計		14,977		156%		1,241		7%		16,218		61.9%		9,570		16,623		26,193				14,976,902		1,240,718		16,217,620		61.9%		9,570,015		16,623,042		26,193,057				11,273,997		6,802,347		60.3%		41.9%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								ASCABLIC　　計		15,532		162%		1,241		7%		16,773		60.0%		9,570		18,374		27,944				15,531,798		1,240,718		16,772,515		60.0%		9,570,015		18,373,859		27,943,874				11,273,997		6,802,347		60.3%		40.6%		4,129,515		6,802,347				0.0%

								CESABLIC　　計		61,181		97%		65,420		86%		126,601		91.0%		62,908		76,257		139,165		24.8%		61,180,629		65,419,915		126,600,544		91.0%		62,908,337		76,256,664		139,165,001		24.8%		35,624,919		34,661,846		97.3%		27.4%		15,965,949		19,247,426				0.0%

								ドレッシング　　計		12,803		88%		14,310		152%		27,113		113.5%		14,483		9,406		23,889		178.4%		12,803,243		14,310,042		27,113,285		113.5%		14,483,347		9,406,000		23,889,347		178.4%		2,418,146		3,999,938		165.4%		14.8%		1,162,196		1,510,338				0.0%

								巻き絆創膏　計 マ バンソウコウ		57,276		104%		63,515		159%		120,791		127.3%		54,847		40,021		94,868		104.0%		57,276,000		63,515,045		120,791,044		127.3%		54,847,083		40,020,585		94,867,668		104.0%		1,137,642		219,687		19.3%		0.2%		95,414		101,231				0.0%

								テーピング　　計		2,837		245%		9,859		306%		12,697		289.7%		1,159		3,223		4,383		54.1%		2,837,384		9,859,471		12,696,855		289.7%		1,159,267		3,223,268		4,382,535		54.1%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-14.2%		104,179		-359,531				0.0%

								セラポア　　計		18		3%		103		570%		121		20.1%		584		18		603		3.1%		18,045		103,110		121,155		20.1%		584,419		18,090		602,509		3.1%		0		0				0.0%		0		0				0.0%

								BW　計 ケイ		3,279		117%		10,235		316%		13,514		223.8%		2,797		3,241		6,038		36.4%		3,279,432		10,235,041		13,514,473		223.8%		2,797,028		3,241,358		6,038,386		36.4%		-405,990		-1,806,834		445.0%		-13.4%		104,179		-359,531				0.0%

								MDその他　計 タ ケイ		5,975		81%		6,151		165%		12,126		109.3%		7,369		3,725		11,094				5,974,744		6,150,776		12,125,520		109.3%		7,369,324		3,724,661		11,093,985				972,600		979,000		100.7%		8.1%		972,600		0				

								MD　計		329,941		101%		319,012		103%		648,954		102.2%		326,089		309,185		635,274		100.9%		329,941,399		319,012,329		648,953,728		102.2%		326,089,097		309,184,643		635,273,740		100.9%		175,823,814		172,185,421		97.9%		26.5%		86,444,353		94,097,404				0.0%

								国内CT　計 コクナイ		2,966		25%		7,860		132%		10,827		61.0%		11,778		5,976		17,754				2,966,428		7,860,454		10,826,882		61.0%		11,778,409		5,975,738		17,754,147				4,984,755		2,885,305		57.9%		26.6%		3,494,042		864,452				

								Ｐａｎｆｉｘ－ＣＴ　計		137,738		119%		130,847		111%		268,586		115.0%		116,008		117,580		233,588		661.9%		137,738,411		130,847,224		268,585,635		115.0%		116,007,905		117,580,125		233,588,029		661.9%		37,718,377		32,112,848		85.1%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

								ＣＴ　計 ケイ		140,705		110%		138,708		112%		279,413		111.2%		127,786		123,556		251,342		662.8%		140,704,838		138,707,678		279,412,516		111.2%		127,786,313		123,555,862		251,342,176		662.8%		42,703,132		34,998,153		82.0%		12.5%		23,946,619		16,627,199				0.0%

								KF　計		8,333		124%		20,508		194%		28,841		167.0%		6,707		10,561		17,268				8,333,261		20,507,945		28,841,206		167.0%		6,707,218		10,560,876		17,268,094				2,938,409		5,222,149		177.7%		18.1%		895,961		1,617,288				

								LS　計		26,370		55%		56,717		180%		83,088		105.2%		47,569		31,438		79,007				26,370,273		56,717,352		83,087,625		105.2%		47,568,769		31,438,274		79,007,043				18,986,130		18,364,633		96.7%		22.1%		11,081,029		5,879,931				0.0%

								CA　計		58,095		177%		63,140		193%		121,235		184.8%		32,843		32,759		65,602		226.8%		58,095,381		63,139,848		121,235,229		184.8%		32,842,826		32,759,134		65,601,960		226.8%		3,556,829		4,052,424		113.9%		3.3%		1,976,892		2,172,649				0.0%

								両面　計 リョウメン		1,110		135%		211		24%		1,321		76.9%		822		896		1,719				1,110,025		210,877		1,320,902		76.9%		822,118		896,437		1,718,555				221,967		65,883		29.7%		5.0%		122,892		36,043				

								ラベル　計		0				0				0				0		0		0				0		0		0				0		0		0				0		0						0		0				

								和紙MT　計 ワシ		74,167		75%		90,718		55%		164,884		62.6%		99,550		164,053		263,604				74,166,520		90,717,645		164,884,164		62.6%		99,550,443		164,053,317		263,603,760				30,921,140		20,545,942		66.4%		12.5%		10,867,975		8,999,994				

								クレープ　計		5,634		67%		2,126		37%		7,760		55.2%		8,374		5,672		14,046		70.4%		5,633,959		2,126,286		7,760,244		55.2%		8,373,843		5,672,132		14,045,975		70.4%		1,688,616		798,449		47.3%		10.3%		870,729		572,380				0.0%

								塩ビMT　計 エン		39,433		159%		38,664		160%		78,097		159.7%		24,776		24,126		48,903				39,433,121		38,664,110		78,097,230		159.7%		24,776,153		24,126,476		48,902,629				11,513,145		15,302,207		132.9%		19.6%		5,917,898		6,305,723				0.0%

								マスキング計 ケイ		119,234		90%		131,508		68%		250,742		76.8%		132,700		193,852		326,552

								ＢＫ　計		874		276%		679				1,554		489.8%		317		0		317				874,400		679,200		1,553,600		489.8%		317,200		0		317,200				138,952		645,697		464.7%		41.6%		138,952		365,144				

								BS/束ねらﾃｰﾌﾟ　　計 タバ		10,962		103%		4,509		29%		15,471		59.3%		10,645		15,443		26,088				10,961,934		4,509,286		15,471,220		59.3%		10,644,970		15,442,540		26,087,510				-337,262		206,955		-61.4%		1.3%		242,407		-92,632				

								TC　　計		118				0				118				0		0		0				118,260		0		118,260				0		0		0				0		47,543				40.2%		0		47,543				

								機器　　計 キキ		2,493		82%		2,019		90%		4,512		85.4%		3,041		2,241		5,282				2,493,013		2,018,967		4,511,980		85.4%		3,041,420		2,240,571		5,281,991				1,132,435		565,489		49.9%		12.5%		977,165		234,845				

								TPその他　　計 タ		72,791		254%		50,769		103%		123,560		158.6%		28,689		49,205		77,894		121.7%		72,791,336		50,768,965		123,560,301		158.6%		28,689,107		49,205,297		77,894,404		121.7%		20,456,162		20,757,301		101.5%		16.8%		7,366,203		12,434,732				0.0%

								TP　　計		441,086		113%		468,768		102%		909,854		106.9%		391,120		459,951		851,071		274.3%		441,086,320		468,768,159		909,854,479		106.9%		391,120,381		459,950,916		851,071,297		274.3%		133,919,655		121,572,824		90.8%		13.4%		64,404,722		55,200,838				0.0%

								総計 ソウケイ		771,028		108%		787,780		102%		1,558,808		104.9%		717,209		769,136		1,486,345		155.1%		771,027,719		787,780,488		1,558,808,207		104.9%		717,209,478		769,135,559		1,486,345,037		155.1%		309,743,469		293,758,245		94.8%		18.8%		150,849,075		149,298,242				0.0%



				2021年度 海外事業本部　UTN製品実績 ネンド カイガイ ジギョウ ホンブ セイヒン ジッセキ

				 （単位：円)																		当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ												当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ				当期累計実績 トウキ ルイケイ ジッセキ

																						売上				売上												売上				売上				粗利								粗利

										今年 コンネン				今年 コンネン				今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				今年 コンネン		今年 コンネン		今年 コンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン				前年 ゼンネン		今年 コンネン						前年 ゼンネン		今年 コンネン

				品目
コード１		品目
ｺｰﾄﾞ		全社品目名		2020/1Q				2020/2Q				2020/Half		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/6				2020/4-
2020/9		前年比 ゼンネンヒ		2020/4-
2020/9		2021/4-
2021/9		前年比 ゼンネンヒ		粗利率		2020/4-
2020/6		2020/4-
2020/6		前年比 ゼンネンヒ		粗利率

				328		328		ＣＴ－ＥＸ新 シン		60				31				90		85.2%		0		106		106		32.0%		59,531		30,538		90,069		85.2%		0		105,660		105,660		32.0%		14,690		0		0.0%		0.0%		0		0				0.0%

				346		346		ＣＴ－ＥＸ		137,679				130,817				268,496		115.0%		116,008		117,474		233,482				137,678,880		130,816,686		268,495,566		115.0%		116,007,905		117,474,465		233,482,369				37,703,687		32,112,848		85.2%		12.0%		20,452,577		15,762,747				0.0%

				394		394		輸出ＫＦ		650				11,870				12,520		143.3%		2,898		5,838		8,736				649,584		11,870,473		12,520,057		143.3%		2,897,907		5,837,699		8,735,606				1,068,920		1,386,933		129.8%		11.1%		356,302		23,454				

				439		439		ＵＴＮ－ＣＡ		51,974				60,795				112,769		190.5%		29,356		29,834		59,190				51,974,195		60,794,780		112,768,975		190.5%		29,356,426		29,833,534		59,189,960				1,836,772		2,428,224		132.2%		2.2%		1,048,492		1,091,249				

				967		967		遮光４８０		476				877				1,352		42.5%		2,602		579		3,181				475,678		876,540		1,352,218		42.5%		2,602,195		578,550		3,180,745				538,724		270,119		50.1%		20.0%		439,036		89,986				

				664		664		ＣＲＡＰＥ　ＴＡＰＥ		2,476				706				3,183		70.1%		3,515		1,023		4,538				2,476,476		706,338		3,182,814		70.1%		3,515,237		1,022,771		4,538,008				0		0				0.0%		0		0				

								Panfix　　計		193,314				205,095				398,410		128.8%		154,380		154,853		309,232		125.2%		193,314,344		205,095,356		398,409,699		128.8%		154,379,670		154,852,678		309,232,348		125.2%		41,162,793		36,198,125		87.9%		9.1%		22,296,407		16,967,436		76.1%		8.8%





BD

																								上期 カミキ

				 売    上     高 ウリアゲダカ		19,678,056,639		22,285,411,599				21,850,060,340		21,777,878,262																												前期 ゼンキ		当期 トウキ		増減 ゾウゲン		増減率 ゾウゲン リツ

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		13,508,334,502		14,609,489,511				14,649,848,372		14,572,824,830										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				プリント		売上高 ウリアゲ ダカ		1,502		1,421		(81)		-5.4%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		6,169,722,137		7,675,922,088				7,200,211,968		7,205,053,432								売上高 ウリアゲ ダカ		222.854		196.781						217.700		218.501						営業利益 エイギョウ リエキ		(31)		25		56		-

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		5,292,260,693		6,045,471,156				6,077,326,921		5,859,696,496								営業利益 エイギョウ リエキ		16.305		8.775						13.454		11.229				テクノ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,430		1,444		14		1.0%

				営業利益 エイギョウリエキ		877,461,444		1,630,450,932				1,122,885,047		1,345,356,936								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		9.725		5.227						7.793		8.273						営業利益 エイギョウ リエキ		(50)		37		87		-

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		114,063,664		115,415,148				123,059,681		92,981,615																								メディカル		売上高 ウリアゲ ダカ		8,883		8,384		(500)		-5.6%

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		13,651,645		11,707,851				8,395,060		9,415,342																										営業利益 エイギョウ リエキ		794		610		(184)		-23.2%

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		49,596,255		62,606,950				61,651,903		52,041,986										2019上 ジョウ		2020上 カミ						2019下 シモ		2020下 シモ				NT		売上高 ウリアゲ ダカ		588		488		(100)		-17.0%

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		50,815,764		41,100,347				53,012,718		31,524,287								売上高 ウリアゲ ダカ		222.9		197						218		219						営業利益 エイギョウ リエキ		5		8		3

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		34,906,379		62,165,294				132,296,343		26,296,964								営業利益 エイギョウ リエキ		16		9						13		11				NE		売上高 ウリアゲ ダカ				0		0		ERROR:#DIV/0!

				 支   払   利   息 シハライリソク		19,044,439		21,032,104				18,565,115		18,837,569								当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		5						8		8						営業利益 エイギョウ リエキ				(18)		(18)

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		15,861,940		41,133,190				113,731,228		7,459,395

				経常利益 ケイジョウ リエキ		956,618,729		1,683,700,786				1,113,648,385		1,412,041,587

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		350,000				0		190,461,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		163,127,233		218,196,811				6,776,165		580,711,259

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		793,548,767		1,465,853,975				1,106,872,220		1,021,791,649

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		270,819,262		493,321,635				279,545,546		242,448,264

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		522,729,505		972,532,340				827,326,674		779,343,385

				 売    上     高 ウリアゲダカ		41,528,116,979		44,063,289,861

				 売  上  原  価 ウリアゲ ゲンカ		28,158,182,874		29,182,314,341

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ		13,369,934,105		14,880,975,520

				 販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		11,369,587,614		11,905,167,652

				営業利益 エイギョウリエキ		2,000,346,491		2,975,807,868

				 営  業  外  収  益 エイギョウガイ シュウエキ		237,123,345		208,396,763

				 受取利息及び配当金 ウケトリ リソク オヨ ハイトウキン		22,046,705		21,123,193

				持分法による投資利益  モチブン ホウ トウシ リエキ		111,248,158		114,648,936

				 その他の営業外収益 ソノタ エイギョウガイ シュウエキ		103,828,482		72,624,634

				 営   業   外   費   用 エイギョウガイ ヒヨウ		167,202,722		88,462,258

				 支   払   利   息 シハライリソク		37,609,554		39,869,673

				 その他の営業外費用 ソノタ エイギョウガイ ヒヨウ		129,593,168		48,592,585

				経常利益 ケイジョウ リエキ		2,070,267,114		3,095,742,373

				 特   別   利　 益 トクベツ リ エキ		57,271		190,811,321

				 特   別   損   失 トクベツ ソンシツ		169,903,398		798,908,070

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,900,420,987		2,487,645,624

				 法　 人　 税　 等 ホウ ヒト ゼイ トウ		550,364,808		735,769,899

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,350,056,179		1,751,875,725



売上高　上期・下期



2019上	

売上高	222.85411599	2020上	

売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	

売上高	217.7	2020下	



売上高	218.50060339999999	売上高	



上期・下期比較（利益は右軸）



営業利益	当期純利益	2019上	営業利益	当期純利益	16.304509320000001	9.7253234000000006	2020上	営業利益	当期純利益	8.7746144400000006	5.2272950500000004	営業利益	当期純利益	2019下	営業利益	当期純利益	13.453569359999999	7.7934338500000004	2020下	営業利益	当期純利益	11.228850469999999	8.2732667400000004	











2019上	売上高	222.85411599	2020上	売上高	196.78056638999999	売上高	2019下	売上高	217.7	2020下	売上高	218.50060339999999	売上高	







売上高　上期・下期



2020下	



売上高	218.50060339999999	2019下	

売上高	217.7	売上高	売上高	2020上	

売上高	196.78056638999999	2019上	

売上高	222.85411599	
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設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費 設備投資 減価償却費

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期見込

設備投資額、減価償却費の実績・見込

設備投資・減価償却費
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて

※1

主要な設備投資
■2022年3月期 医療機器製造設備（塗工機）・建屋

新基幹システム導入
■2023年3月期見込 粘着処理剤製造設備・建屋

粘着剤塗工機
20

参考情報

（億円単位）

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 


Sheet1

				2020年3月期 ガツキ				2021年3月期 ガツキ								2022年3月期 ガツキ				 		2023年3月期見込 ガツキ ミコミ				 												2023年3月期見込 ネン ガツ キ ミコミ

				設備投資 セツビ トウシ		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				設備投資 セツビ トウシ		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				設備投資 セツビ トウシ		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				設備投資 セツビ トウシ		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

		2Q累計 ルイケイ		14.55		23.8				27.55		23.42				39.29		25.45				46		27.3														設備投資 セツビ トウシ		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				予算 ヨサン		建仮計上済み ケンカリ ケイジョウ ズ		23年度案件 ネンド アンケン		期ズレ キ

		通期 ツウキ		0		0				0		0				0		0				0		0												NB		3,800		1950				5400		-800		-100		-500

																																				NBP		50		55

				14.55		23.8				27.55		23.42				39.29		25.45				46		27.3												NBT		50		70

																																				NBM		500		650

																																		別枠 ベツワク		EB		0

						設備投資 セツビ トウシ																														SAP		0

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ																														BPA建屋 タテヤ		0

																																				BPA機械 キカイ		0

																																						4,400		2,725



設備投資額、減価償却費の実績・見込



2Q累計	

設備投資	減価償却費	設備投資	減価償却費	設備投資	減価償却費	設備投資	減価償却費	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	 	2023年3月期見込	14.55	23.8	27.55	23.42	39.29	25.45	46	27.3	通期	設備投資	減価償却費	設備投資	減価償却費	設備投資	減価償却費	設備投資	減価償却費	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	 	2023年3月期見込	0	0	0	0	0	0	0	0	









企業価値向上に向けて

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 
21



BtoC ブランドマーケティング推進
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて

※1ケアリーヴTM

シェア№1早期実現にチャレンジ
『肌へのやさしさ、フィット感』
高品質訴求
シリーズ発売25周年

◆国内25周年プロモーション
テレビCM、Web配信、サンプリング

認知度向上、ブランド訴求発信
◆市場平均を上回る成長を目指す
◆海外事業の最重点製品として、東アジア・アセアン

地域を中心に更なる販売拡大を目指す
◆欧州再展開を準備

ロイヒTM

国内一般需要、ロキソプロフェン
拡大注力
『温感訴求』
ロイヒTMブランド発信

◆国内需要の拡大
SNS活用、Web動画配信
サンプリングキャンペーンによるブランド発信

◆ロイヒ膏TMロキソプロフェン
ロイヒTMブランドの次の柱とすべく育成・拡大注力

22

参考情報
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イノベーション創出
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて

23

参考情報

医療材F

医療現場の課題収集
学会出展、セミナー開催

新規開発、提案

BtoB 医療材・工業品 現場課題の探索、新規提案・開発

医師・認定看護師
営業

開発学術

コミュニケーション
リアル・Webリモート併用

キーパーソン・KOL

食品

工場・産地
現場ユーザー

土木
建築

アグリ モビリティ

営業

開発工場
技術

工業品F
産業現場の課題探索

プロトタイプ試作
評価・フィードバック

ブラッシュアップ

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 



イノベーション創出
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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参考情報

◆2021年度アクセラレーター

オープンイノベーション取組み・BtoC開発

スタートアップとの協業 実証実験終了
・ 医療材関連テーマ化
・ 企業広報活動に組み込み

◆2022年度 2次アクセラレーター・
事業創出プログラム

拡大枠組みによるスタートアップ2次協業準備中
・ 2社協業モデル
・ 複数企業協働のコンソーシアムモデル

活用

◆BtoC コンシューマー製品開発
開発マーケティング実践

・ 【R&D】×【営業】×【工場・設計】 開発チーム体制のもと推進
・ 消費者行動・インサイト分析によるアイデア創出
・ ホーム（家庭用品）領域での新規開発
・ 医療⇒OTCスイッチ、業務用⇒家庭用スイッチ視点の開発

保有技術の深掘り、社会提案活性化推進

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 



グローバル展開

「NICHIBAN GROUP 2030 VISION」
目標：海外比率30%

【ISHIZUE2023 ～SHINKA・変革～】
目標：海外比率10%以上

販売・生産・物流 拠点拡充の準備
メディカル製品の各国薬事法規対応への体制拡充

持続的成長に向けた体制構築

ニューノーマル社会に適した開拓と育成
現地顧客（ユーザー・代理店）との関係構築
「プッシュ・プル型営業の併用」実践＋販路拡大

重点課題

台
湾

中国・韓国
中央アジア

拠点地：日本・東京

欧州全域

東南アジア
ASEAN
中近東

オセアニア
豪州

拠点地：タイ・バンコク

販売3拠点のカバー範囲（2022.3）

拠点地：独・デュッセルドルフ

業務提携・M&A 
グローバル拡大の戦略的パートナーとして、対象企業の
探索継続

✔

✔

✔

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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サステナビリティの考え方
ニチバンの価値創造モデル

研究開発フロー
SDGs視点を開発各フェーズに導入

製品開発企画

製品設計

生産

営業

主要なアクション

【環境】 【社会】 【ガバナンス】 【 ビジネスイノベーション】
枠組みによる施策の推進

マテリアリティ（主要課題）に関連する
SDGsゴール・ターゲットをタグ付け
「開発」に重点を置き、施策と2023年度目標を設定

環境・社会課題へ
貢献する製品開発

セロテープ®が天然素材由来の製品
であることによる環境課題への貢献

絆創膏や止血製品等
感染予防・貼り薬・食品ロス
への貢献

✔ ✔

✔

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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ニチバングループの理念のもと
経営基盤と確固たる企業品質を確立し
ステークホルダーへの価値提供を通じて
サステナブル（持続可能な）社会に貢献する

（抜粋）



でSDGsに貢献（脱プラスチック）

賛同企業数 106社

（2022.5時点）

COVID-19 ワクチン接種需要対応

全国の感染予防・医療の安心・安全のために

「チューシャバン™」「インジェクションパッド™」

国内最大メーカーとして大幅増産～安定供給

人権方針・健康経営・購買方針策定

東京都文京区「こども宅食」支援

サステナビリティレポート2021発行

視覚障がい者支援

がん治療研究応援 #deleteC大作戦参加

サステナビリティ施策の推進
✔

✔

✔

✔

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて
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エコサークルでCO²削減

「天然由来」の主原料

「グリーン電力」による生産

グリーン電力購入証書（2021.11）

第12回（前回）巻心ECOプロジェクト

結果 677団体・個人参加360人

回収巻心総数 551,373本

フィリピン・マングローブ植樹

全国の参加小学校へ出前授業
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２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報
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2021年度⇒2022年度
売上増収も、営業利益は横ばい
・ 増収18.5億円
・ 原材料・エネルギー価格 大幅アップ
・ テープ販売価格値上げ
・ 土地売却益 16億円見込む

2022年度⇒2023年度
営業利益 +8億円
・ 増収 20億円
・ 原材料・エネルギー価格 高水準で推移
・ テープ販売価格値上げの浸透

中期経営計画最終年度 売上高目標 当初600億円（2019年5月公表） ⇒ 470億円に修正
厳しい経営環境とWithコロナ・ニューノーマル社会のもと、持続的な成長に向けて施策を推進

2020年度⇒2021年度
コロナ禍による経済停滞から一部回復も限定的

億円

© NICHIBAN CO., LTD. All Rights Reserved. 


修正目標・配当検討 (純利益・配当)

																																																						当初計画 トウショ ケイカク

																																																						全社・フィールド別（組織改定前） ゼンシャ ベツ ソシキ カイテイ マエ																														ニチバンメディカル品 新中計想定 ヒン シン チュウケイ ソウテイ

				2018		2019		2020		2021		2022		2023						2018		2019		2020		2021		2022		2023						2018		2019		2020		2021予定 ヨテイ		2022推 スイ		2023推 スイ

		当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ				49,010		51,280		53,550		56,775		60,000				当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ				490		513		536		568		600				当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ				490		513		536		568		600												2018予算 ヨサン		2018実績 ジッセキ		2019		2020		2021		2022		2023		差異 サイ						HC注力 鎮痛消炎100億案 チュウリョク チンツウ ショウエン オク アン						2018予算 ヨサン				HC		医療材 イリョウ ザイ		海外 カイガイ		計 ケイ

		HC		15,041		16,000				18,700				21,800				HC		150		160		0		187		0		218				HC		150		160		0		187		0		218								HC		ケアリーヴ		5,000		4,973		5,500				6,000				6,000		1,027						10,000		3,800						ケアリーヴ		5,000		60		460		5,520

		OH・EC		9,424		9,500				9,500				9,600				OH・EC		94		95		0		95		0		96				OH・EC		94		95		0		95		0		96										鎮痛消炎 チンツウ ショウエン		6,200		5,423		5,700				7,000				9,000		3,577		※暫定 ザンテイ				6,000		1,000						BW・スポーツ		1,850		280		10		2,140

		医療材 イリョウ ザイ		4,727		5,000				5,420				5,940				医療材 イリョウ ザイ		47		50		0		54		0		59				医療材 イリョウ ザイ		47		50		0		54		0		59										スポーツ		2,000		1,818		1,900				2,400				3,000		1,182						3,000		1,000						止血 シケツ		50		1,220		220		1,490

		工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		14,192		14,400				14,270				13,900				工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		142		144		0		143		0		139				工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		142		144		0		143		0		139										その他・フットケア等 タ トウ		3,000		2,828		2,900				3,300				3,800		972		スピール400・あかぎれ等400 トウ				3,800		800						巻絆 マキ キズナ		90		1,250				1,340

		海外連結 カイガイ レンケツ		3,245		3,600				5,300				7,000				海外連結 カイガイ レンケツ		32		36		0		53		0		70				海外連結 カイガイ レンケツ		32		36		0		53		0		70										割戻し ワリモド		(460)		(321)		(450)				(600)				(700)		(379)														ドレッシング		15		540		15		570

		割戻し ワリモド		(563)		(790)				(940)				(1,040)				割戻し ワリモド		(6)		(8)		0		(9)		0		(10)				割戻し ワリモド		(6)		(8)		0		(9)		0		(10)										G向け売 ム ウ		(100)		(102)		(100)				(100)				(100)		2						(800)		(700)						術後ケア ジュツゴ		30		200				230

		G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(160)		(200)				(200)				(200)				G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(2)		(2)		0		(2)		0		(2)				G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(2)		(2)		0		(2)		0		(2)												15,640		14,619		15,450				18,000				21,000		6,381						22,000		6,360						その他創傷ケア タ ソウショウ		1,860		30		180		2,070

		G自販（国内） ジハン コクナイ		1,513		1,500				1,500				1,500				G自販（国内） ジハン コクナイ		15		15		0		15		0		15				G自販（国内） ジハン コクナイ		15		15		0		15		0		15																																								その他 タ		380		160				540

		TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0				0				1,500				TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0		0		0		0		15				TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0		0		0		0		15								OH		CT		4,100		3,877		3,980				3,800				3,800		(77)		※暫定 ザンテイ				3,300		(800)						BW・スポーツ		2,850		280		20		3,150		 HC+10億 オク						NBM		12		6		▲6

																																																								NW		1,980		1,840		1,980				1,800				1,800		(40)		※暫定 ザンテイ				1,500		(480)						止血 シケツ		50		1,200		650		1,900		 海外+4億 カイガイ オク						割戻し ワリモド		▲1		▲1

		当初計画：営業利益 トウショ ケイカク エイギョウ リエキ		3,684		4,500		4,700		4,900		5,450		6,000				当初計画：営業利益 トウショ ケイカク エイギョウ リエキ		37		45		47		49		55		60				当初計画：営業利益 トウショ ケイカク エイギョウ リエキ		37		45		47		49		55		60										HM		1,330		1,260		1,260				1,300				1,200		(60)		※暫定 ザンテイ				1,000		(330)						巻絆 マキ キズナ		100		1,200				1,300										60		65		5

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%										キッチン・雑貨 ザッカ		220		93		200				400				1,000		907						1,000		780						ドレッシング				1,000				1,000		 医療材+4.6億 イリョウ ザイ オク

																																																								他 ホカ		2,370		2,354		2,080				2,200				1,800		(554)						1,800		(570)						術後ケア ジュツゴ		30		800				830		 医療材+6.0億 イリョウ ザイ オク

		売上高 ウリアゲ ダカ		47,418		44,063		41,528		43,200		45,000		47,000				売上高 ウリアゲ ダカ		474		441		415		432		450		470				売上高 ウリアゲ ダカ		474		441		415		432		450		470										割戻し ワリモド		(100)		(57)		(100)				(100)				(100)		(43)						(100)		0						その他創傷ケア タ ソウショウ		2,150		30		280		2,460		 HC+3億、海外+1.0億 オク カイガイ オク

		営業利益 エイギョウ リエキ		3,684		2976		2000		2500		2,600		3,400				営業利益 エイギョウ リエキ		37		29.76		20		25		26		34				営業利益 エイギョウ リエキ		37		29.76		20		25		26		34												9,900		9,366		9,400				9,400				9,500		134						8,500		(1,400)						その他 タ		380		160				540		 （増減なし） ゾウゲン

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.8%		5.8%		7.2%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.8%		5.8%		7.2%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.8%		5.8%		7.2%																																								資材 シザイ						20		20		 （増減なし） ゾウゲン

		当期純利益(土地売却) トウキ ジュンリエキ トチ バイキャク		3,194		1,752		1,350		1,900		2,700		2,450				当期純利益(土地売却) トウキ ジュンリエキ トチ バイキャク		31.9		17.5		13.5		19.0		27.0		24.5				当期純利益(土地売却) トウキ ジュンリエキ トチ バイキャク		31.9		17.5		13.5		19.0		27.0		24.5

		当期純利益(予算） トウキ ジュンリエキ ヨサン		3,194		1,752		1,350		1,900		2,000		2,450				当期純利益(予算） トウキ ジュンリエキ ヨサン		31.9		17.5		13.5		19.0		20.0		24.5				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		31.9		17.5		13.5		19.0		20.0		24.5

																		1株配当 カブ ハイトウ		38		33		30		30		38		35				1株配当 カブ ハイトウ		38		33		30		30		38		35

																		配当性向（%） ハイトウ セイコウ		24.7		39.0		46.0		36.6		29.2		29.6				配当性向（%） ハイトウ セイコウ		24.7		39.0		46.0		36.6		29.2		29.6

										特別利益 トクベツ リエキ		1,600																20.738		20.738														20.738		20.738

												700								24.7%		39.0%		46.0%		36.6%		29.2%		29.6%						24.7%		39.0%		46.0%		36.6%		29.2%		29.6%





		実績 ジッセキ								2021予算 ヨサン		当初との差異 トウショ サイ						実績 ジッセキ								2021予算 ヨサン		当初との差異 トウショ サイ

		HC								12,000		6,700						HC								120		67

		OH・EC								9,300		200						OH・EC								93		2

		医療材 イリョウ ザイ								4,700		720						医療材 イリョウ ザイ								47		7

		工業品 コウギョウ ヒン								12,800		1,470						工業品 コウギョウ ヒン								128		15																										コンシューマー事業計 ジギョウ ケイ				25,540		23,985		24,850				27,400				30,500		6,515

		海外連結 カイガイ レンケツ								2,940		2,360						海外連結 カイガイ レンケツ								29		24



																																																						医療材 イリョウ ザイ		止血 シケツ		1,200		1,164		1,200				1,220				1,200		36														資材 シザイ		1		4		15		20

																																																								巻絆 マキ キズナ		1,250		1,244		1,200				1,200				1,200		(44)														合計 ゴウケイ								25,120

																																																								ドレッシング		540		524		600				800				1,000		476

																																																								術後ケア ジュツゴ		200		224		300				500				800		576

																																																								ロキソ		1,090		739		1,100				1,100				1,200		461																																2018		2023		増減 ゾウゲン

																																																								その他 タ		620		832		600				600				540		(292)																														止血 シケツ		12		12

																																																								NBM		1,200		1,226		1,200				1,200				1,200		(26)																														巻絆 マキ キズナ		12		12

																																																								新開発品 シンカイハツ ヒン														見ない ミ		ERROR:#VALUE!																														ドレッシング		5		10		5

																																																								割戻し ワリモド		(120)		(114)		(120)				(120)				(140)		(26)																														術後ケア ジュツゴ		2		8		6

																														1株配当 カブ ハイトウ																												5,980		5,838		6,080				6,500				7,000		1,162												2023計画割り当て ケイカク ワ ア				HC		医療材 イリョウ ザイ		海外 カイガイ		計 ケイ								ロキソ		11		12		1

																														配当性向 ハイトウ セイコウ																																																								ケアリーヴ		6,000		60		1,500		7,560		 HC+10億、海外+10.5億 オク カイガイ オク						その他 タ		6		6

																																																																																														7,560

																																																						工業品 コウギョウ ヒン		CT		4,300		3,787		3,880				3,800				3,600		(187)		※暫定 ザンテイ																				(17,560)

																																																								HM		1,940		1,936		1,950				1,950				1,500		(436)		※暫定 ザンテイ

																																																								MT		2,480		2,392		2,390				2,480				2,100		(292)		※暫定 ザンテイ

																																																								結束 ケッソク		1,870		1,796		1,770				1,870				1,900		104

																																																								情報記録 ジョウホウ キロク		1,440		1,435		1,440				1,450				1,500		65

																																																								他 ホカ		2,770		2,845		2,970				2,720				2,800		(45)

																																																								新規探索 シンキ タンサク														500		500		※マテリアルユニット

																																																								NBP		300		288		300				300				300		13

																																																								割戻し ワリモド		(120)		(71)		(120)				(120)				(100)		(29)

																																																								G向け売 ム ウ		(100)		(58)		(100)				(100)				(100)		-42.1

																																																										14,880		14,350		14,480				14,350				14,000		(350)



																																																						海外 カイガイ		CL				373		500				810				1,320		947

																																																								CESABLIC				263		280				420				870		607

																																																								RT				19		80				240				920		901

																																																								アトファイン				1		0				40				150		149

						  =(N年度の売上/初年度の売上)^{1/(N年-初年)}-1																  =(N年度の売上/初年度の売上)^{1/(N年-初年)}-1																																		その他メディカル タ				281		300				340				340		59

						1		2		3		4										1		2		3		4																												CT				735		840				960				1,030		295

						41,528		42,000		45,000		47,000										415		420		450		470																												和紙MT ワシ				323		440				750				1,110		787

						4.2%																4.2%																																		塩ビマスキング エン				172		200				240				290		118

																																																								その他テープ タ				1,078		960				960				970		(108)

								2021		2022		2023												2021		2022		2023																												合計 ゴウケイ				3,245		3,600				4,760				7,000		3,755

		当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		12,000		13,150		13,700						当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		120				137

		フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		9,300		9,250		9,500						フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		93				95																												NB単体 タンタイ		3,300		3,245		3,300				4,900				6,600		3,355

				医療材 イリョウ ザイ		8.18%		4,700		5,100		5,500								医療材 イリョウ ザイ		8.18%		47				55																												G向け売 ム ウ		(250)				(300)				(500)				(600)		(600)

				工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		12,800		13,500		14,150								工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		128				142																												NT		550				600				900				1,000		1,000

				海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		2,940		4,000		4,300								海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		29				43																														3,600		3,245		3,600				5,300				7,000		3,755

				割戻し ワリモド				(480)		(530)		(600)								割戻し ワリモド				(5)				(6)

				国内相殺 コクナイ ソウサイ				(260)		(250)		(250)								国内相殺 コクナイ ソウサイ				(3)				(3)																										新TDS・コア事業創出 シン ジギョウ ソウシュツ																1,500		1,500

				特売費 トクバイ ヒ				(600)		(650)		(700)								特売費 トクバイ ヒ				(6)				(7)

				G自販 ジハン				1,600		1,430		1,400								G自販 ジハン				16				14																										現状ギャップ ゲンジョウ								112				1,780				1,240		1,240

								42,000		45,000		47,000												420				470

																																																						全社 ゼンシャ				50,000		47,418		49,010				53,550				60,000		12,582

						CAGR		2021		2022		2023										CAGR		2021		2022		2023

		当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		12,000		13,150		13,700						当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		120		129		137

		フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		9,300		9,250		9,500						フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		93		94		95																												NB販売高 ハンバイダカ		49,200		46,628		48,200				52,790				59,340		12,712

				医療材 イリョウ ザイ		8.18%		4,700		5,100		5,500								医療材 イリョウ ザイ		8.18%		47		51		55																												割戻し ワリモド		(800)		(563)		(790)				(940)				(1,040)		(477)

				工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		12,800		13,500		14,150								工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		128		135		142																												グループ向け売上 ム ウリアゲ		(450)		(160)		(500)				(700)				(800)		(641)

				海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		2,940		4,000		4,300								海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		29		36		43																												グループ自販 ジハン		2,050		1,513		2,100				2,400				2,500		987

				割戻し ワリモド				(480)		(530)		(600)								割戻し ワリモド				(5)		(5)		(6)

				国内相殺 コクナイ ソウサイ				(240)		(250)		(250)								国内相殺 コクナイ ソウサイ				(3)		(3)		(3)

				特売費 トクバイ ヒ				(620)		(650)		(700)								特売費 トクバイ ヒ				(6)		(7)		(7)																										単体 タンタイ		ヘルスケア		16,200		15,041		16,000				18,700				21,800		6,759

				G自販 ジハン				1,600		1,430		1,400								G自販 ジハン				16		15		14																												医療材 イリョウ ザイ		4,900		4,727		5,000				5,420				5,940		1,213

				全社 ゼンシャ				42,000		45,000		47,000								全社 ゼンシャ				420		445		470																												オフィスホーム		10,000		9,424		9,500				9,500				9,600		176

																																																								工業品 コウギョウ ヒン		14,800		14,192		14,400				14,270				13,900		(292)

																																																								海外 カイガイ		3,300		3,245		3,300				4,900				6,600		3,355

		フィールド別増益額 ベツ ゾウエキ ガク								2022		2023		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ				フィールド別増益額 ベツ ゾウエキ ガク								2022		2023		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ																										新規創出・TDS シンキ ソウシュツ		0		0		0				0				1,500		1,500

				HC						575		275		50%						HC						4		4		45%																												49,200		46,628		48,200				52,790				57,840		11,212

				OH・EC						(20)		100		40%						OH・EC						0		0		35%

				医療材 イリョウ ザイ						200		200		50%						医療材 イリョウ ザイ						2		2		45%

				工業品 コウギョウ ヒン						245		228		35%						工業品 コウギョウ ヒン						2		2		35%

				海外連結 カイガイ レンケツ						318		90		30%						海外連結 カイガイ レンケツ						2		2		25%

				全社 ゼンシャ						1,318		893								全社 ゼンシャ						11		11

				原材料費アップ ゲンザイリョウ ヒ						(1,200)		(1,400)

										118		811













																																																																																データ

																																																																												支店部課		移管先		合計 / 金額		合計 / 粗利（標準）

																																																																												70030		14030		241,920		79,892										2019

																																																																														70040		20,619,419		6,145,622		OH		工業 コウギョウ		21		カナケン等 トウ

																																																																														71063		3,421,947,784		820,314,501		OH		EC		3,422		通販 ツウハン

																																																																												70040		71064		255,500,659		74,146,031		工業 コウギョウ		EC		256		トラスコ		246702

																																																																														NBM		50,555,316		25,913,098

																																																																												80080		71068		68,748,675		7,054,141		海外 カイガイ		EC		69		越境 エッキョウ		0

																																																																														80083		13,217,740		1,075,314

																																																								1 HC		11,352,190

																																																								2 医療		4,360,552

																																																								3 OH		5,492,754

																																																								4 工業		12,773,095

																																																								8 海外		2,675,085

																																																								6 EC		3,746,197

																																																								総計		40,399,873



中計損益 修正目標（2021～2023）



当初計画：売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	49010	51280	53550	56775	60000	売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	47418.341	44063	41528	43200	45000	47000	HC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	15041.11	16000	18700	21800	OH・EC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	9423.6239999999998	9500	9500	9600	医療材	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4726.8459999999995	5000	5420	5940	工業品・新規探索	2018	2019	2020	2021	2022	2023	14191.550999999999	14400	14270	13900	海外連結	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3244.7999999999997	3600	5300	7000	割戻し	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-563.49	-790	-940	-1040	G相殺（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-159.5	-200	-200	-200	G自販（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1513.4	1500	1500	1500	TDS・コア創出	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	0	0	1500	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	9.1817996327280146E-2	9.1653666146645871E-2	9.1503267973856203E-2	9.5992954645530607E-2	0.1	営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3684.4720000000002	2976	2000	2500	2600	3400	当期純利益(土地売却)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3193.6109999999999	1751.875	1350.056	1900	2700	2450	当期純利益(予算）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3193.6109999999999	1751.875	1350.056	1900	2000	2450	当初計画：営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3684.4720000000002	4500	4700	4900	5450	6000	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7.7701410937173032E-2	6.7539659124435464E-2	4.8160277403197845E-2	5.7870370370370371E-2	5.7777777777777775E-2	7.2340425531914887E-2	









中計損益 修正目標（2021～2023）



売上高	

2018	2019	2020	2021	2022	2023	474.18340999999998	440.63	415.28	432	450	470	当初計画：売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	490.1	512.79999999999995	535.5	567.75	600	HC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	150.4111	160	0	187	0	218	OH・EC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	94.236239999999995	95	0	95	0	96	医療材	2018	2019	2020	2021	2022	2023	47.268459999999997	50	0	54.2	0	59.4	工業品・新規探索	2018	2019	2020	2021	2022	2023	141.91550999999998	144	0	142.69999999999999	0	139	海外連結	2018	2019	2020	2021	2022	2023	32.448	36	0	53	0	70	割戻し	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-5.6349	-7.9	0	-9.4	0	-10.4	G相殺（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-1.595	-2	0	-2	0	-2	G自販（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	15.134	15	0	15	0	15	TDS・コア創出	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	0	0	0	0	15	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	9.1817996327280146E-2	9.1653666146645871E-2	9.1503267973856203E-2	9.5992954645530607E-2	0.1	営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	36.844720000000002	29.76	20	25	26	34	当期純利益(土地売却)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	31.936109999999999	17.518750000000001	13.50056	19	27	24.5	当期純利益(予算）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	31.936109999999999	17.518750000000001	13.50056	19	20	24.5	当初計画：営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	36.844720000000002	45	47	49	54.5	60	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7.7701410937173032E-2	6.7539659124435478E-2	4.8160277403197845E-2	5.7870370370370371E-2	5.7777777777777775E-2	7.2340425531914887E-2	









配当水準推定



1株配当	

2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	38	33	30	30	38	35	当初計画：売上高	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	490.1	512.79999999999995	535.5	567.75	600	HC	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	150.4111	160	0	187	0	218	OH・EC	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	94.236239999999995	95	0	95	0	96	医療材	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	47.268459999999997	50	0	54.2	0	59.4	工業品・新規探索	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	141.91550999999998	144	0	142.69999999999999	0	139	海外連結	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	32.448	36	0	53	0	70	割戻し	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	-5.6349	-7.9	0	-9.4	0	-10.4	G相殺（国内）	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	-1.595	-2	0	-2	0	-2	G自販（国内）	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	15.134	15	0	15	0	15	TDS・コア創出	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	0	0	0	0	0	15	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	営業利益率	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	0	9.1817996327280146E-2	9.1653666146645871E-2	9.1503267973856203E-2	9.5992954645530607E-2	0.1	売上高	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	474.18340999999998	440.63	415.28	432	450	470	配当性向（%）	



2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	24.7	39	46	36.6	29.186814814814817	29.625714285714288	当初計画：営業利益	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	36.844720000000002	45	47	49	54.5	60	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	営業利益	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	36.844720000000002	29.76	20	25	26	34	営業利益率	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	7.7701410937173032E-2	6.7539659124435478E-2	4.8160277403197845E-2	5.7870370370370371E-2	5.7777777777777775E-2	7.2340425531914887E-2	当期純利益(土地売却)	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	31.936109999999999	17.518750000000001	13.50056	19	27	24.5	当期純利益	2018	2019	2020	2021予定	2022推	2023推	31.936109999999999	17.518750000000001	13.50056	19	20	24.5	











修正目標・配当検討

																																																						当初計画 トウショ ケイカク

																																																						全社・フィールド別（組織改定前） ゼンシャ ベツ ソシキ カイテイ マエ																														ニチバンメディカル品 新中計想定 ヒン シン チュウケイ ソウテイ

				2018		2019		2020		2021		2022		2023						2018		2019		2020		2021		2022見込 ミコミ		2023見込 ミコミ						2018		2019		2020		2021予定 ヨテイ		2022推 スイ		2023推 スイ

		当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ				49,010		51,280		53,550		56,775		60,000				当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ				490		513		536		568		600				当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ				490		513		536		568		600												2018予算 ヨサン		2018実績 ジッセキ		2019		2020		2021		2022		2023		差異 サイ						HC注力 鎮痛消炎100億案 チュウリョク チンツウ ショウエン オク アン						2018予算 ヨサン				HC		医療材 イリョウ ザイ		海外 カイガイ		計 ケイ

		HC		15,041		16,000				18,700				21,800				HC		150		160		0		187		0		218				HC		150		160		0		187		0		218								HC		ケアリーヴ		5,000		4,973		5,500				6,000				6,000		1,027						10,000		3,800						ケアリーヴ		5,000		60		460		5,520

		OH・EC		9,424		9,500				9,500				9,600				OH・EC		94		95		0		95		0		96				OH・EC		94		95		0		95		0		96										鎮痛消炎 チンツウ ショウエン		6,200		5,423		5,700				7,000				9,000		3,577		※暫定 ザンテイ				6,000		1,000						BW・スポーツ		1,850		280		10		2,140

		医療材 イリョウ ザイ		4,727		5,000				5,420				5,940				医療材 イリョウ ザイ		47		50		0		54		0		59				医療材 イリョウ ザイ		47		50		0		54		0		59										スポーツ		2,000		1,818		1,900				2,400				3,000		1,182						3,000		1,000						止血 シケツ		50		1,220		220		1,490

		工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		14,192		14,400				14,270				13,900				工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		142		144		0		143		0		139				工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		142		144		0		143		0		139										その他・フットケア等 タ トウ		3,000		2,828		2,900				3,300				3,800		972		スピール400・あかぎれ等400 トウ				3,800		800						巻絆 マキ キズナ		90		1,250				1,340

		海外連結 カイガイ レンケツ		3,245		3,600				5,300				7,000				海外連結 カイガイ レンケツ		32		36		0		53		0		70				海外連結 カイガイ レンケツ		32		36		0		53		0		70										割戻し ワリモド		(460)		(321)		(450)				(600)				(700)		(379)														ドレッシング		15		540		15		570

		割戻し ワリモド		(563)		(790)				(940)				(1,040)				割戻し ワリモド		(6)		(8)		0		(9)		0		(10)				割戻し ワリモド		(6)		(8)		0		(9)		0		(10)										G向け売 ム ウ		(100)		(102)		(100)				(100)				(100)		2						(800)		(700)						術後ケア ジュツゴ		30		200				230

		G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(160)		(200)				(200)				(200)				G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(2)		(2)		0		(2)		0		(2)				G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(2)		(2)		0		(2)		0		(2)												15,640		14,619		15,450				18,000				21,000		6,381						22,000		6,360						その他創傷ケア タ ソウショウ		1,860		30		180		2,070

		G自販（国内） ジハン コクナイ		1,513		1,500				1,500				1,500				G自販（国内） ジハン コクナイ		15		15		0		15		0		15				G自販（国内） ジハン コクナイ		15		15		0		15		0		15																																								その他 タ		380		160				540

		TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0				0				1,500				TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0		0		0		0		15				TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0		0		0		0		15								OH		CT		4,100		3,877		3,980				3,800				3,800		(77)		※暫定 ザンテイ				3,300		(800)						BW・スポーツ		2,850		280		20		3,150		 HC+10億 オク						NBM		12		6		▲6

																																																								NW		1,980		1,840		1,980				1,800				1,800		(40)		※暫定 ザンテイ				1,500		(480)						止血 シケツ		50		1,200		650		1,900		 海外+4億 カイガイ オク						割戻し ワリモド		▲1		▲1

		当初計画：営業利益 トウショ ケイカク エイギョウ リエキ		3,684		4,500		4,700		4,900		5,450		6,000				当初計画：営業利益 トウショ ケイカク エイギョウ リエキ		37		45		47		49		55		60				当初計画：営業利益 トウショ ケイカク エイギョウ リエキ		37		45		47		49		55		60										HM		1,330		1,260		1,260				1,300				1,200		(60)		※暫定 ザンテイ				1,000		(330)						巻絆 マキ キズナ		100		1,200				1,300										60		65		5

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%										キッチン・雑貨 ザッカ		220		93		200				400				1,000		907						1,000		780						ドレッシング				1,000				1,000		 医療材+4.6億 イリョウ ザイ オク

																																																								他 ホカ		2,370		2,354		2,080				2,200				1,800		(554)						1,800		(570)						術後ケア ジュツゴ		30		800				830		 医療材+6.0億 イリョウ ザイ オク

		売上高 ウリアゲ ダカ		47,418		44,063		41,528		43,134		45,000		47,000				売上高 ウリアゲ ダカ		474		441		415		431		450		470				売上高 ウリアゲ ダカ		474		441		415		431		450		470										割戻し ワリモド		(100)		(57)		(100)				(100)				(100)		(43)						(100)		0						その他創傷ケア タ ソウショウ		2,150		30		280		2,460		 HC+3億、海外+1.0億 オク カイガイ オク

		営業利益 エイギョウ リエキ		3,684		2976		2000		2450		2,500		3,300				営業利益 エイギョウ リエキ		37		29.76		20		24.5		25		33				営業利益 エイギョウ リエキ		37		29.76		20		24.5		25		33												9,900		9,366		9,400				9,400				9,500		134						8,500		(1,400)						その他 タ		380		160				540		 （増減なし） ゾウゲン

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.7%		5.6%		7.0%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.7%		5.6%		7.0%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.7%		5.6%		7.0%																																								資材 シザイ						20		20		 （増減なし） ゾウゲン

		営業利益（前回） エイギョウ リエキ ゼンカイ		3,684		2,976		2,000		2,200		3,100		3,900				営業利益（前回） エイギョウ リエキ ゼンカイ		36.8		29.8		20.0		22.0		31.0		39.0				営業利益（前回） エイギョウ リエキ ゼンカイ		36.8		29.8		20.0		22.0		31.0		39.0

		CAGR												-0.2%				CAGR												ERROR:#VALUE!

		CAGR21-23												4.2%				CAGR21-23												ERROR:#VALUE!

		CAGR22-23												4.4%				CAGR22-23												ERROR:#VALUE!

																		ROE（%）		9.2		4.8		3.6		4.7		7.5		6.3

																						4.8%		3.6%		4.7%		7.5%		6.3%





		実績 ジッセキ								2021予算 ヨサン		当初との差異 トウショ サイ						実績 ジッセキ								2021予算 ヨサン		当初との差異 トウショ サイ

		HC								12,000		6,700						HC								120		67

		OH・EC								9,300		200						OH・EC								93		2

		医療材 イリョウ ザイ								4,700		720						医療材 イリョウ ザイ								47		7

		工業品 コウギョウ ヒン								12,800		1,470						工業品 コウギョウ ヒン								128		15																										コンシューマー事業計 ジギョウ ケイ				25,540		23,985		24,850				27,400				30,500		6,515

		海外連結 カイガイ レンケツ								2,940		2,360						海外連結 カイガイ レンケツ								29		24



																																																						医療材 イリョウ ザイ		止血 シケツ		1,200		1,164		1,200				1,220				1,200		36														資材 シザイ		1		4		15		20

																																																								巻絆 マキ キズナ		1,250		1,244		1,200				1,200				1,200		(44)														合計 ゴウケイ								25,120

																																																								ドレッシング		540		524		600				800				1,000		476

																																																								術後ケア ジュツゴ		200		224		300				500				800		576

																																																								ロキソ		1,090		739		1,100				1,100				1,200		461																																2018		2023		増減 ゾウゲン

																																																								その他 タ		620		832		600				600				540		(292)																														止血 シケツ		12		12

																																																								NBM		1,200		1,226		1,200				1,200				1,200		(26)																														巻絆 マキ キズナ		12		12

																																																								新開発品 シンカイハツ ヒン														見ない ミ		ERROR:#VALUE!																														ドレッシング		5		10		5

																																																								割戻し ワリモド		(120)		(114)		(120)				(120)				(140)		(26)																														術後ケア ジュツゴ		2		8		6

																																																										5,980		5,838		6,080				6,500				7,000		1,162												2023計画割り当て ケイカク ワ ア				HC		医療材 イリョウ ザイ		海外 カイガイ		計 ケイ								ロキソ		11		12		1

																																																																																						ケアリーヴ		6,000		60		1,500		7,560		 HC+10億、海外+10.5億 オク カイガイ オク						その他 タ		6		6

																																																																																														7,560

																																																						工業品 コウギョウ ヒン		CT		4,300		3,787		3,880				3,800				3,600		(187)		※暫定 ザンテイ																				(17,560)

																																																								HM		1,940		1,936		1,950				1,950				1,500		(436)		※暫定 ザンテイ

																																																								MT		2,480		2,392		2,390				2,480				2,100		(292)		※暫定 ザンテイ

																																																								結束 ケッソク		1,870		1,796		1,770				1,870				1,900		104

																																																								情報記録 ジョウホウ キロク		1,440		1,435		1,440				1,450				1,500		65

																																																								他 ホカ		2,770		2,845		2,970				2,720				2,800		(45)

																																																								新規探索 シンキ タンサク														500		500		※マテリアルユニット

																																																								NBP		300		288		300				300				300		13

																																																								割戻し ワリモド		(120)		(71)		(120)				(120)				(100)		(29)

																																																								G向け売 ム ウ		(100)		(58)		(100)				(100)				(100)		-42.1

																																																										14,880		14,350		14,480				14,350				14,000		(350)



																																																						海外 カイガイ		CL				373		500				810				1,320		947

																																																								CESABLIC				263		280				420				870		607

																																																								RT				19		80				240				920		901

																																																								アトファイン				1		0				40				150		149

						  =(N年度の売上/初年度の売上)^{1/(N年-初年)}-1																  =(N年度の売上/初年度の売上)^{1/(N年-初年)}-1																																		その他メディカル タ				281		300				340				340		59

						1		2		3		4										1		2		3		4																												CT				735		840				960				1,030		295

						41,528		42,000		45,000		47,000										415		420		450		470																												和紙MT ワシ				323		440				750				1,110		787

						4.2%																4.2%																																		塩ビマスキング エン				172		200				240				290		118

																																																								その他テープ タ				1,078		960				960				970		(108)

								2021		2022		2023												2021		2022		2023																												合計 ゴウケイ				3,245		3,600				4,760				7,000		3,755

		当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		12,000		13,150		13,700						当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		120				137

		フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		9,300		9,250		9,500						フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		93				95																												NB単体 タンタイ		3,300		3,245		3,300				4,900				6,600		3,355

				医療材 イリョウ ザイ		8.18%		4,700		5,100		5,500								医療材 イリョウ ザイ		8.18%		47				55																												G向け売 ム ウ		(250)				(300)				(500)				(600)		(600)

				工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		12,800		13,500		14,150								工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		128				142																												NT		550				600				900				1,000		1,000

				海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		2,940		4,000		4,300								海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		29				43																														3,600		3,245		3,600				5,300				7,000		3,755

				割戻し ワリモド				(480)		(530)		(600)								割戻し ワリモド				(5)				(6)

				国内相殺 コクナイ ソウサイ				(260)		(250)		(250)								国内相殺 コクナイ ソウサイ				(3)				(3)																										新TDS・コア事業創出 シン ジギョウ ソウシュツ																1,500		1,500

				特売費 トクバイ ヒ				(600)		(650)		(700)								特売費 トクバイ ヒ				(6)				(7)

				G自販 ジハン				1,600		1,430		1,400								G自販 ジハン				16				14																										現状ギャップ ゲンジョウ								112				1,780				1,240		1,240

								42,000		45,000		47,000												420				470

																																																						全社 ゼンシャ				50,000		47,418		49,010				53,550				60,000		12,582

						CAGR		2021		2022		2023										CAGR		2021		2022		2023

		当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		12,000		13,150		13,700						当初修正目標 トウショ シュウセイ モクヒョウ		HC		6.85%		120		129		137

		フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		9,300		9,250		9,500						フィールド別 ベツ		OH・EC		1.07%		93		94		95																												NB販売高 ハンバイダカ		49,200		46,628		48,200				52,790				59,340		12,712

				医療材 イリョウ ザイ		8.18%		4,700		5,100		5,500								医療材 イリョウ ザイ		8.18%		47		51		55																												割戻し ワリモド		(800)		(563)		(790)				(940)				(1,040)		(477)

				工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		12,800		13,500		14,150								工業品 コウギョウ ヒン		5.14%		128		135		142																												グループ向け売上 ム ウリアゲ		(450)		(160)		(500)				(700)				(800)		(641)

				海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		2,940		4,000		4,300								海外連結 カイガイ レンケツ		20.94%		29		36		43																												グループ自販 ジハン		2,050		1,513		2,100				2,400				2,500		987

				割戻し ワリモド				(480)		(530)		(600)								割戻し ワリモド				(5)		(5)		(6)

				国内相殺 コクナイ ソウサイ				(240)		(250)		(250)								国内相殺 コクナイ ソウサイ				(3)		(3)		(3)

				特売費 トクバイ ヒ				(620)		(650)		(700)								特売費 トクバイ ヒ				(6)		(7)		(7)																										単体 タンタイ		ヘルスケア		16,200		15,041		16,000				18,700				21,800		6,759

				G自販 ジハン				1,600		1,430		1,400								G自販 ジハン				16		15		14																												医療材 イリョウ ザイ		4,900		4,727		5,000				5,420				5,940		1,213

				全社 ゼンシャ				42,000		45,000		47,000								全社 ゼンシャ				420		445		470																												オフィスホーム		10,000		9,424		9,500				9,500				9,600		176

																																																								工業品 コウギョウ ヒン		14,800		14,192		14,400				14,270				13,900		(292)

																																																								海外 カイガイ		3,300		3,245		3,300				4,900				6,600		3,355

		フィールド別増益額 ベツ ゾウエキ ガク								2022		2023		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ				フィールド別増益額 ベツ ゾウエキ ガク								2022		2023		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ																										新規創出・TDS シンキ ソウシュツ		0		0		0				0				1,500		1,500

				HC						575		275		50%						HC						4		4		45%																												49,200		46,628		48,200				52,790				57,840		11,212

				OH・EC						(20)		100		40%						OH・EC						0		0		35%

				医療材 イリョウ ザイ						200		200		50%						医療材 イリョウ ザイ						2		2		45%

				工業品 コウギョウ ヒン						245		228		35%						工業品 コウギョウ ヒン						2		2		35%

				海外連結 カイガイ レンケツ						318		90		30%						海外連結 カイガイ レンケツ						2		2		25%

				全社 ゼンシャ						1,318		893								全社 ゼンシャ						11		11

				原材料費アップ ゲンザイリョウ ヒ						(1,200)		(1,400)

										118		811













																																																																																データ

																																																																												支店部課		移管先		合計 / 金額		合計 / 粗利（標準）

																																																																												70030		14030		241,920		79,892										2019

																																																																														70040		20,619,419		6,145,622		OH		工業 コウギョウ		21		カナケン等 トウ

																																																																														71063		3,421,947,784		820,314,501		OH		EC		3,422		通販 ツウハン

																																																																												70040		71064		255,500,659		74,146,031		工業 コウギョウ		EC		256		トラスコ		246702

																																																																														NBM		50,555,316		25,913,098

																																																																												80080		71068		68,748,675		7,054,141		海外 カイガイ		EC		69		越境 エッキョウ		0

																																																																														80083		13,217,740		1,075,314

																																																								1 HC		11,352,190

																																																								2 医療		4,360,552

																																																								3 OH		5,492,754

																																																								4 工業		12,773,095

																																																								8 海外		2,675,085

																																																								6 EC		3,746,197

																																																								総計		40,399,873



2022年度予算・2023年度見通し



当初計画：売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	49010	51280	53550	56775	60000	売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	47418.341	44063	41528	43134	45000	47000	HC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	15041.11	16000	18700	21800	OH・EC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	9423.6239999999998	9500	9500	9600	医療材	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4726.8459999999995	5000	5420	5940	工業品・新規探索	2018	2019	2020	2021	2022	2023	14191.550999999999	14400	14270	13900	海外連結	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3244.7999999999997	3600	5300	7000	割戻し	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-563.49	-790	-940	-1040	G相殺（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-159.5	-200	-200	-200	G自販（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1513.4	1500	1500	1500	TDS・コア創出	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	0	0	1500	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	9.1817996327280146E-2	9.1653666146645871E-2	9.1503267973856203E-2	9.5992954645530607E-2	0.1	営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3684.4720000000002	2976	2000	2450	2500	3300	営業利益（前回）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3684.4720000000002	2976	2000	2200	3100	3900	CAGR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-1.770729021590256E-3	当初計画：営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3684.4720000000002	4500	4700	4900	5450	6000	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7.7701410937173032E-2	6.7539659124435464E-2	4.8160277403197845E-2	5.6799740344044142E-2	5.5555555555555552E-2	7.0212765957446813E-2	









2022年度計画・2023年度見通し



売上高	

2019	2020	2021	2022見込	2023見込	440.63	415.28	431.34	450	470	当初計画：売上高	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	490.1	512.	79999999999995	535.5	567.75	600	HC	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	160	0	187	0	218	OH・EC	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	95	0	95	0	96	医療材	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	50	0	54.2	0	59.4	工業品・新規探索	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	144	0	142.69999999999999	0	139	海外連結	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	36	0	53	0	70	割戻し	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	-7.9	0	-9.4	0	-10.4	G相殺（国内）	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	-2	0	-2	0	-2	G自販（国内）	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	15	0	15	0	15	TDS・コア創出	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	0	0	0	0	15	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	営業利益率	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	9.1817996327280146E-2	9.1653666146645871E-2	9.1503267973856203E-2	9.5992954645530607E-2	0.1	営業利益	

2019	2020	2021	2022見込	2023見込	29.76	20	24.5	25	33	ROE（%）	

2019	2020	2021	2022見込	2023見込	4.8	3.6	4.7	7.5	6.3	当初計画：営業利益	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	45	47	49	54.5	60	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	営業利益率	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	6.7539659124435478E-2	4.8160277403197845E-2	5.6799740344044142E-2	5.5555555555555552E-2	7.0212765957446813E-2	営業利益（前回）	

2019	2020	2021	2022見込	2023見込	29.76	20	22	31	39	CAGR	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	0	CAGR21-23	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	0	CAGR22-23	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	0	2019	2020	2021	2022見込	2023見込	4.8000000000000001E-2	3.5999999999999997E-2	4.7E-2	7.4999999999999997E-2	6.3E-2	











21-23PL組立

						2021年度 ネンド				2022年度 ネンド						2023年度 ネンド

								構成比 コウセイヒ				構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン				構成比 コウセイヒ		増減 ゾウゲン						21⇒22年度 ネンド		21⇒22年度 ネンド

				連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		43,135				45,000				1,865		47,000				2,000				ヘルスケア		586		480

				原価 ゲンカ		29,638		68.7%		31,180		69.3%		1,542		32,100		68.3%		920				EC		329		240

				　　21年度ベース・品目構成 ネンド ヒンモク コウセイ		29,638		68.7%		30,310		67.4%		672		31,500		67.0%		1,190		810		オフィスホーム		(113)		0

				　　標準原価差異（原材料等） ヒョウジュン ゲンカ サイ ゲンザイリョウ トウ						1,050				1,050		1,200				150				医療材 イリョウ ザイ		314		360

				　　コストダウン施策 シサク						(180)				(180)		(600)				(420)				工業品 コウギョウ ヒン		245		620

				　　テープ生産集約・減価償却 セイサン シュウヤク ゲンカ ショウキャク																0				海外（連結） カイガイ レンケツ		388		300

				粗利益 アラリ エキ		13,496		31.3%		13,820		30.7%		324		14,900		31.7%		1,080				フィールド内訳 ウチワケ		1,749		2,000

				販管費 ハンカン ヒ		11,046		25.6%		11,220		24.9%		174		11,500		24.5%		280

				　　2021年度ベース ネンド		11,046				11,050						11,000				(50)

				　　物流・減価償却等 ブツリュウ ゲンカ ショウキャク トウ						270						400				130

				　　施策経費（特経） シサク ケイヒ トク キョウ						(100)						100				200

				営業利益 エイギョウ リエキ		2,450		5.7%		2,600		5.8%		150		3,400		7.2%		800

				営業外 エイギョウ ガイ		111				120				9		120				0

				特別損益 トクベツ ソンエキ		0				0				0		0				0

				税金費用（－） ゼイキン ヒヨウ		(752)				(720)				32		(870)				(150)

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		1,809		4.2%		2,000		4.4%		191		2,650		5.6%		650

				ROE		4.7%				5.0%						6.3%

				当期純利益（土地売却込） トウキ ジュンリエキ トチ バイキャク コ		1,900				3,000				1,100		2,650				(350)

				ROE（土地売却込）		4.9%				7.5%						6.3%



				純資産 ジュンシサン		38,066				38,961						41,340



						38,961				41,340						43,266

				土地売却益（税抜） トチ バイキャクエキ ゼイ ヌ						1,000

						42456		42735

						41175		41435		260

						1281		1300

						2021年度 ネンド		2022年度 ネンド				2023年度 ネンド														21⇒22		22⇒23		CAGR		当初CAGR トウショ

										増減 ゾウゲン				増減 ゾウゲン										ヘルスケア		+5.9		+4.8		4.4%		6.8%

				連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		431.3		450.0		+18.7		470.0		+20.0										EC		+3.3		+2.4		7.5%		4.7%

				原価 ゲンカ		296.4		311.8		+15.4		321.0		+9.2										オフィスホーム		-1.1		+0.0		-1.1%		-1.8%

				粗利益 アラリ エキ		135.0		138.2		+3.2		149.0		+10.8										医療材 イリョウ ザイ		+3.0		+3.6		7.2%		8.2%

				販管費 ハンカン ヒ		110.5		112.2		+1.7		115.0		+2.8										工業品 コウギョウ ヒン		+2.5		+6.2		3.3%		5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ		24.5		26.0		+1.5		34.0		+8.0										海外（連結） カイガイ レンケツ		+3.9		+3.0		9.1%		20.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		18.1		20.0		+1.9		26.5		+6.5										計 ケイ		+17.5		+20.0		4.3%		5.8%

				ROE		4.7%		5.0%				6.3%

				当期純利益（土地売却） トウキ ジュンリエキ トチ バイキャク		19.0		30.0		+11.0		26.5		-3.5

				ROE（土地売却）		4.9%		7.5%				6.3%



				純資産 ジュンシサン		380.7		413.4				432.7														21⇒22		22⇒23

								412				433										原価 ゲンカ		原材料アップ ゲンザイリョウ		+10.5		+2.0

																								値上・CD ネア		-4.0		-4.2

						原材料価格 ゲンザイリョウ カカク				-10.5				-2.0										TP生産再編 セイサン サイヘン				+0.0		初年度考慮 ショネンド コウリョ

						限界利益 ゲンカイ リエキ		43%		+8.0		45%		+9.0								販管費 ハンカン ヒ		物流・償却等 ブツリュウ ショウキャク トウ		+2.7		+1.3

						物流費・人件費等 ブツリュウ ヒ ジンケンヒ トウ				-1.5				-1.7										施策費(特) シサク ヒ トク		-1.0		+2.0		大型販促再開 オオガタ ハンソク サイカイ

						償却費 ショウキャク ヒ				-1.2				-1.5								※生産・活動増に伴う経常コスト増は含まない セイサン カツドウ ゾウ トモナ ケイジョウ ゾウ フク

						施策費 シサク ヒ				+1.0				-2.0

						値上浸透 ネアゲ シントウ				+2.3				+3.4

						コストダウン				+2.0				+0.8

										+0.1				+6.0





2019-2023フィールド

				2018		2019		2020		2021		2022		2023		21-23CAGR		22-23CAGR

		ヘルスケア		0.0		-17.4		-17.4		12.1		5.9		5.5		6.5%		4.4%

		EC		0.0		-2.0		-0.6		0.3		3.3		2.5		5.2%		7.5%

		オフィスホーム		0.0		-3.0		-0.8		-2.3		-1.1		0.0		-2.1%		-1.1%

		医療材 イリョウ ザイ		0.0		-1.9		0.1		4.3		3.1		4.0		8.0%		7.2%

		工業品 コウギョウ ヒン		0.0		-10.4		-3.8		4.8		2.4		6.5		3.5%		3.3%

		海外連結 カイガイ レンケツ		0.0		-1.0		-1.6		6.3		3.9		3.0		13.0%		9.1%

				0.0		-35.7		-24.2		25.5		17.5		21.5		5.0%		4.4%

		海外 カイガイ		0.0		-1.1		-1.1		4.2		1.5		1.5		8.3%		4.8%

		単体 タンタイ		0.0		-35.8		-23.6		23.3		15.2		20.0		4.6%		4.0%







				2018		2019		2020		2021		2022		2023		21-23CAGR		22-23CAGR				2022年度 ネンド		2023年度 ネンド

		ヘルスケア		148.4		131.0		113.5		125.6		131.5		137.0		6.5%		4.4%				105%		104%

		EC		39.5		37.5		36.9		37.2		40.5		43.0		5.2%		7.5%				109%		106%

		オフィスホーム		59.3		56.3		55.5		53.1		52.0		52.0		-2.1%		-1.1%				98%		100%

		医療材 イリョウ ザイ		45.4		43.5		43.6		47.9		51.0		55.0		8.0%		7.2%				107%		108%

		工業品 コウギョウ ヒン		141.9		131.5		127.7		132.6		135.0		141.5		3.5%		3.3%				102%		105%

		海外連結 カイガイ レンケツ		32.4		31.4		29.8		36.1		40.0		43.0		13.0%		9.1%				111%		108%

				466.9		431.2		407.0		432.5		450.0		471.5		5.0%		4.4%				104%		105%

		海外 カイガイ		29.0		27.9		26.8		31.0		32.5		34.0		8.3%		4.8%

		単体 タンタイ		463.5		427.6		404.0		427.3		442.5		462.5		4.6%		4.0%



				2018		2019		2020		2021		2022		2023		21-23CAGR		22-23CAGR								西暦年度		部門		顧客番号		顧客名		金額

		ヘルスケア		14,836		13,095		11,352		12,564		13,150		13,700		6.5%		-1.6%		13700						2020		1		NBP0644		ニチバンプリント（株）		72877423

		EC		3,950		3,750		3,694		3,721		4,050		4,300		5.2%		1.7%		9500						2020		2		NBP0644		ニチバンプリント（株）		893460								2 医療		4,360,552

		オフィスホーム		5,929		5,630		5,545		5,313		5,200		5,200		-2.1%		-2.6%								2020		3		NBP0644		ニチバンプリント（株）		38016

		医療材 イリョウ ザイ		4,542		4,351		4,361		4,786		5,100		5,500		8.0%		3.9%		5500						2020		4		NBM001		ニチバンメディカル（株）（福岡扱）		6827765

		工業品 コウギョウ ヒン		14,192		13,151		12,773		13,255		13,500		14,150		3.5%		-0.1%		14150						2020		4		NBP0644		ニチバンプリント（株）		46961201

		海外連結 カイガイ レンケツ		3,245		3,142		2,979		3,612		4,000		4,300		13.0%		5.8%		4300						2020		4		NBT001		ニチバンテクノ（株）		89270

				46,693		43,119		40,704		43,251		45,000		47,150		5.0%		0.2%								2020		8		ZZ00246		Ｎｉｃｈｉｂａｎ　（Ｔｈａｉｌａｎｄ）　Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．		239697194

		海外 カイガイ		2,899		2,786		2,675		3,096		3,250		3,400		8.3%		3.2%								2020		8		ZZ00267		ＮＩＣＨＩＢＡＮ　ＥＵＲＯＰＥ　ＧＭＢＨ		13217740

		単体 タンタイ		46,348		42,763		40,400		42,735		44,250		46,250		4.6%		-0.0%								2021		1		NBP0644		ニチバンプリント（株）		77799398

																										2021		2		NBP0644		ニチバンプリント（株）		807668

																										2021		4		NBM001		ニチバンメディカル（株）（福岡扱）		5173074

								3,663																		2021		4		NBP0644		ニチバンプリント（株）		52434180

								698																		2021		4		NBT001		ニチバンテクノ（株）		133650

																										2021		8		ZZ00246		Ｎｉｃｈｉｂａｎ　（Ｔｈａｉｌａｎｄ）　Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．		395589787

								4,361								12,086				12,868						2021		8		ZZ00267		ＮＩＣＨＩＢＡＮ　ＥＵＲＯＰＥ　ＧＭＢＨ		784581784

				19/18比 ヒ		20/19比 ヒ																												(1,180)

				88.3%		86.7%

				95.0%		98.5%

				95.0%		98.5%

				95.8%		100.2%		海外単体 カイガイ タンタイ		3,096

				92.7%		97.2%		NT/NE向 ム		(1,180)

				96.8%		94.8%		NT/NE売上 ウリアゲ		1,696				898,664,200

										3,612				797,168,489

				96.1%		96.0%								1,695,832,689

				2018		2019		2020		2021		2022		2023

		ヘルスケア				(1,741)		(1,743)		1,212		586		550

		EC				(199)		(56)		27		329		250

		オフィスホーム				(299)		(85)		(232)		(113)		0

		医療材 イリョウ ザイ				(191)		10		425		314		400

		工業品 コウギョウ ヒン				(1,041)		(378)		482		245		650

		海外連結 カイガイ レンケツ				(103)		(163)		633		388		300

						(3,575)		(2,415)		2,547		1,749		2,150

		海外 カイガイ				(113)		(111)		421		154		150

		単体 タンタイ				(3,585)		(2,363)		2,335		1,515		2,000







2019-2021進捗

																																						当初計画 トウショ ケイカク

																																						全社・フィールド別（組織改定前） ゼンシャ ベツ ソシキ カイテイ マエ																														ニチバンメディカル品 新中計想定 ヒン シン チュウケイ ソウテイ

				2018		2019		2020		2021		2022		2023						2018		2019		2020		2021		2022		2023

		当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ				49,010		51,280		53,550		56,775		60,000				当初計画：売上高 トウショ ケイカク ウリアゲ ダカ		0		490		513		536		568		600												2018予算 ヨサン		2018実績 ジッセキ		2019		2020		2021		2022		2023		差異 サイ						HC注力 鎮痛消炎100億案 チュウリョク チンツウ ショウエン オク アン						2018予算 ヨサン				HC		医療材 イリョウ ザイ		海外 カイガイ		計 ケイ

		HC		15,041		16,000				18,700				21,800				HC		150		160		0		187		0		218								HC		ケアリーヴ		5,000		4,973		5,500				6,000				6,000		1,027						10,000		3,800						ケアリーヴ		5,000		60		460		5,520

		OH・EC		9,424		9,500				9,500				9,600				OH・EC		94		95		0		95		0		96										鎮痛消炎 チンツウ ショウエン		6,200		5,423		5,700				7,000				9,000		3,577		※暫定 ザンテイ				6,000		1,000						BW・スポーツ		1,850		280		10		2,140

		医療材 イリョウ ザイ		4,727		5,000				5,420				5,940				医療材 イリョウ ザイ		47		50		0		54		0		59										スポーツ		2,000		1,818		1,900				2,400				3,000		1,182						3,000		1,000						止血 シケツ		50		1,220		220		1,490

		工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		14,192		14,400				14,270				13,900				工業品・新規探索 コウギョウ ヒン シンキ タンサク		142		144		0		143		0		139										その他・フットケア等 タ トウ		3,000		2,828		2,900				3,300				3,800		972		スピール400・あかぎれ等400 トウ				3,800		800						巻絆 マキ キズナ		90		1,250				1,340

		海外連結 カイガイ レンケツ		3,245		3,600				5,300				7,000				海外連結 カイガイ レンケツ		32		36		0		53		0		70										割戻し ワリモド		(460)		(321)		(450)				(600)				(700)		(379)														ドレッシング		15		540		15		570

		割戻し ワリモド		(563)		(790)				(940)				(1,040)				割戻し ワリモド		(6)		(8)		0		(9)		0		(10)										G向け売 ム ウ		(100)		(102)		(100)				(100)				(100)		2						(800)		(700)						術後ケア ジュツゴ		30		200				230

		G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(160)		(200)				(200)				(200)				G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(2)		(2)		0		(2)		0		(2)												15,640		14,619		15,450				18,000				21,000		6,381						22,000		6,360						その他創傷ケア タ ソウショウ		1,860		30		180		2,070

		G自販（国内） ジハン コクナイ		1,513		1,500				1,500				1,500				G自販（国内） ジハン コクナイ		15		15		0		15		0		15																																								その他 タ		380		160				540

		TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0				0				1,500				TDS・コア創出 ソウシュツ		0		0		0		0		0		15								OH		CT		4,100		3,877		3,980				3,800				3,800		(77)		※暫定 ザンテイ				3,300		(800)						BW・スポーツ		2,850		280		20		3,150		 HC+10億 オク						NBM		12		6		▲6

																																								NW		1,980		1,840		1,980				1,800				1,800		(40)		※暫定 ザンテイ				1,500		(480)						止血 シケツ		50		1,200		650		1,900		 海外+4億 カイガイ オク						割戻し ワリモド		▲1		▲1

		計画：営業利益 ケイカク エイギョウ リエキ		3,684		4,500		4,700		4,900		5,450		6,000				計画：営業利益 ケイカク エイギョウ リエキ		37		45		47		49		55		60										HM		1,330		1,260		1,260				1,300				1,200		(60)		※暫定 ザンテイ				1,000		(330)						巻絆 マキ キズナ		100		1,200				1,300										60		65		5

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		9.2%		9.2%		9.2%		9.6%		10.0%										キッチン・雑貨 ザッカ		220		93		200				400				1,000		907						1,000		780						ドレッシング				1,000				1,000		 医療材+4.6億 イリョウ ザイ オク

																																								他 ホカ		2,370		2,354		2,080				2,200				1,800		(554)						1,800		(570)						術後ケア ジュツゴ		30		800				830		 医療材+6.0億 イリョウ ザイ オク

		実績：売上高 ジッセキ ウリアゲ ダカ		47,418		44,063		41,528		42,000								実績：売上高 ジッセキ ウリアゲ ダカ		474		441		415		420														割戻し ワリモド		(100)		(57)		(100)				(100)				(100)		(43)						(100)		0						その他創傷ケア タ ソウショウ		2,150		30		280		2,460		 HC+3億、海外+1.0億 オク カイガイ オク

		実績：営業利益 ジッセキ エイギョウ リエキ		3,684		2976		2000		2200								実績：営業利益 ジッセキ エイギョウ リエキ		37		29.76		20		22																9,900		9,366		9,400				9,400				9,500		134						8,500		(1,400)						その他 タ		380		160				540		 （増減なし） ゾウゲン

		実績：営業利益率 ジッセキ エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.2%								実績：営業利益率 ジッセキ エイギョウ リエキ リツ		7.8%		6.8%		4.8%		5.2%																																												資材 シザイ						20		20		 （増減なし） ゾウゲン

																																						コンシューマー事業計 ジギョウ ケイ				25,540		23,985		24,850				27,400				30,500		6,515

		実績 ジッセキ								2021予算 ヨサン		当初との差異 トウショ サイ						実績 ジッセキ								2021予算 ヨサン		当初との差異 トウショ サイ

		HC								12,000		6,700						HC								120		67

		OH・EC								9,300		200						OH・EC								93		2										医療材 イリョウ ザイ		止血 シケツ		1,200		1,164		1,200				1,220				1,200		36														資材 シザイ		1		4		15		20

		医療材 イリョウ ザイ								4,700		720						医療材 イリョウ ザイ								47		7												巻絆 マキ キズナ		1,250		1,244		1,200				1,200				1,200		(44)														合計 ゴウケイ								25,120

		工業品 コウギョウ ヒン								12,800		1,470						工業品 コウギョウ ヒン								128		15												ドレッシング		540		524		600				800				1,000		476

		海外 カイガイ								2,940		2,360						海外 カイガイ								29		24												術後ケア ジュツゴ		200		224		300				500				800		576

																																								ロキソ		1,090		739		1,100				1,100				1,200		461																																2018		2023		増減 ゾウゲン

																																								その他 タ		620		832		600				600				540		(292)																														止血 シケツ		12		12

																																								NBM		1,200		1,226		1,200				1,200				1,200		(26)																														巻絆 マキ キズナ		12		12

																																								新開発品 シンカイハツ ヒン														見ない ミ		ERROR:#VALUE!																														ドレッシング		5		10		5

																																								割戻し ワリモド		(120)		(114)		(120)				(120)				(140)		(26)																														術後ケア ジュツゴ		2		8		6

																																										5,980		5,838		6,080				6,500				7,000		1,162												2023計画割り当て ケイカク ワ ア				HC		医療材 イリョウ ザイ		海外 カイガイ		計 ケイ								ロキソ		11		12		1

																																																																						ケアリーヴ		6,000		60		1,500		7,560		 HC+10億、海外+10.5億 オク カイガイ オク						その他 タ		6		6

																																																																														7,560

																																						工業品 コウギョウ ヒン		CT		4,300		3,787		3,880				3,800				3,600		(187)		※暫定 ザンテイ																				(17,560)

																																								HM		1,940		1,936		1,950				1,950				1,500		(436)		※暫定 ザンテイ

																																								MT		2,480		2,392		2,390				2,480				2,100		(292)		※暫定 ザンテイ

																																								結束 ケッソク		1,870		1,796		1,770				1,870				1,900		104

																																								情報記録 ジョウホウ キロク		1,440		1,435		1,440				1,450				1,500		65

																																								他 ホカ		2,770		2,845		2,970				2,720				2,800		(45)

																																								新規探索 シンキ タンサク														500		500		※マテリアルユニット

																																								NBP		300		288		300				300				300		13

																																								割戻し ワリモド		(120)		(71)		(120)				(120)				(100)		(29)

																																								G向け売 ム ウ		(100)		(58)		(100)				(100)				(100)		-42.1

																																										14,880		14,350		14,480				14,350				14,000		(350)



																																						海外 カイガイ		CL				373		500				810				1,320		947

																																								CESABLIC				263		280				420				870		607

																																								RT				19		80				240				920		901

																																								アトファイン				1		0				40				150		149

																																								その他メディカル タ				281		300				340				340		59

																																								CT				735		840				960				1,030		295

																																								和紙MT ワシ				323		440				750				1,110		787

																																								塩ビマスキング エン				172		200				240				290		118

																																								その他テープ タ				1,078		960				960				970		(108)

																																								合計 ゴウケイ				3,245		3,600				4,760				7,000		3,755



																																								NB単体 タンタイ		3,300		3,245		3,300				4,900				6,600		3,355

																																								G向け売 ム ウ		(250)				(300)				(500)				(600)		(600)

																																								NT		550				600				900				1,000		1,000

																																										3,600		3,245		3,600				5,300				7,000		3,755



																																						新TDS・コア事業創出 シン ジギョウ ソウシュツ																1,500		1,500



																																						現状ギャップ ゲンジョウ								112				1,780				1,240		1,240

																																						全社 ゼンシャ				50,000		47,418		49,010				53,550				60,000		12,582

																																								NB販売高 ハンバイダカ		49,200		46,628		48,200				52,790				59,340		12,712

																																								割戻し ワリモド		(800)		(563)		(790)				(940)				(1,040)		(477)

																																								グループ向け売上 ム ウリアゲ		(450)		(160)		(500)				(700)				(800)		(641)

																																								グループ自販 ジハン		2,050		1,513		2,100				2,400				2,500		987

																																						単体 タンタイ		ヘルスケア		16,200		15,041		16,000				18,700				21,800		6,759

																																								医療材 イリョウ ザイ		4,900		4,727		5,000				5,420				5,940		1,213

																																								オフィスホーム		10,000		9,424		9,500				9,500				9,600		176

																																								工業品 コウギョウ ヒン		14,800		14,192		14,400				14,270				13,900		(292)

																																								海外 カイガイ		3,300		3,245		3,300				4,900				6,600		3,355

																																								新規創出・TDS シンキ ソウシュツ		0		0		0				0				1,500		1,500

																																										49,200		46,628		48,200				52,790				57,840		11,212



中計損益計画、進捗（2019～2021）



当初計画：売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	49010	51280	53550	56775	60000	実績：売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	47418.341	44063	41528	42000	HC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	15041.11	16000	18700	21800	OH・EC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	9423.6239999999998	9500	9500	9600	医療材	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4726.8459999999995	5000	5420	5940	工業品・新規探索	2018	2019	2020	2021	2022	2023	14191.550999999999	14400	14270	13900	海外連結	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3244.7999999999997	3600	5300	7000	割戻し	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-563.49	-790	-940	-1040	G相殺（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-159.5	-200	-200	-200	G自販（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	1513.4	1500	1500	1500	TDS・コア創出	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	0	0	1500	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	9.1817996327280146E-2	9.1653666146645871E-2	9.1503267973856203E-2	9.5992954645530607E-2	0.1	計画：営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3684.4720000000002	4500	4700	4900	5450	6000	実績：営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	3684.4720000000002	2976	2000	2200	2018	2019	2020	2021	2022	2023	実績：営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7.7701410937173032E-2	6.7539659124435464E-2	4.8160277403197845E-2	5.2380952380952382E-2	









中計損益計画、進捗（2019～2021）



当初計画：売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	490.1	512.79999999999995	535.5	567.75	600	実績：売上高	2018	2019	2020	2021	2022	2023	474.18340999999998	440.63	415.28	420	HC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	150.4111	160	0	187	0	218	OH・EC	2018	2019	2020	2021	2022	2023	94.236239999999995	95	0	95	0	96	医療材	2018	2019	2020	2021	2022	2023	47.268459999999997	50	0	54.2	0	59.4	工業品・新規探索	2018	2019	2020	2021	2022	2023	141.91550999999998	144	0	142.69999999999999	0	139	海外連結	2018	2019	2020	2021	2022	2023	32.448	36	0	53	0	70	割戻し	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-5.6349	-7.9	0	-9.4	0	-10.4	G相殺（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	-1.595	-2	0	-2	0	-2	G自販（国内）	2018	2019	2020	2021	2022	2023	15.134	15	0	15	0	15	TDS・コア創出	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	0	0	0	0	15	2018	2019	2020	2021	2022	2023	営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0	9.1817996327280146E-2	9.1653666146645871E-2	9.1503267973856203E-2	9.5992954645530607E-2	0.1	計画：営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	36.844720000000002	45	47	49	54.5	60	実績：営業利益	2018	2019	2020	2021	2022	2023	36.844720000000002	29.76	20	22	2018	2019	2020	2021	2022	2023	実績：営業利益率	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7.7701410937173032E-2	6.7539659124435478E-2	4.8160277403197845E-2	5.2380952380952382E-2	











利益推定2022-2023 (最新)

						2021年度 ネンド																2022年度 ネンド																2023年度 ネンド

						販売高 ハンバイダカ		割戻し ワリモド		割戻し率 ワリモド リツ		売上高 ウリアゲ ダカ										販売高 ハンバイダカ		割戻し ワリモド		割戻し率 ワリモド リツ		売上高 ウリアゲ ダカ										販売高 ハンバイダカ		増減		前期比 ゼンキ ヒ		増減(21比)		22-23CAGR		割戻し ワリモド		割戻し率 ワリモド リツ		売上高 ウリアゲ ダカ		増減(21比)

		販売高・売上高 ハンバイ タカ ウリアゲ ダカ		HC		12,000		(273)		-2.3%		11,727										13,000		(329)		-2.5%		12,671										13,700		700		5.4%		1,700		6.8%		(373)		-2.7%		13,327		1,600

				OH		5,500		(38)		-0.7%		5,462										5,400		(38)		-0.7%		5,362										5,300		(100)		-1.9%		(200)		-1.8%		(27)		-0.5%		5,274		(188)

				EC		3,832						3,832										4,000						4,000										4,200		200		5.0%		368		4.7%						4,200		368

				医療材 イリョウ ザイ		4,000		(118)		-3.0%		3,882										4,400		(110)		-2.5%		4,290										4,800		400		9.1%		800		9.5%		(130)		-2.7%		4,670		789

				医療材ロキソ イリョウ ザイ		700						700										700						700										700		0		0.0%		0		0.0%						700		0

				工業品 コウギョウ ヒン		12,778		(51)		-0.4%		12,727										13,500		(54)		-0.4%		13,446										14,150		650		4.8%		1,372		5.2%		(71)		-0.5%		14,079		1,352

				海外 カイガイ		2,690		0		0.0%		2,690										3,250						3,250										3,650		500		15.4%		960		16.5%		0		0.0%		3,650		960

				計 ケイ		41,500		(480)				41,020										44,250		(530)				43,720		2,750								46,500		2,250		5.1%		5,000		5.9%		(600)				45,900		4,880

				割戻し ワリモド		(480)																(530)																(600)		0				(120)

				特売費 トクバイ ヒ		(620)																(650)																(700)

				売上高 ウリアゲ ダカ		40,400																43,070				143%												45,200		2,130		4.9%		4,800		5.8%

																										2021年度換算値 ネンド カンサン チ				原価ベース ゲンカ				原価ベース ゲンカ								2021年度換算値 ネンド カンサン チ				原価ベース ゲンカ				原価ベース ゲンカ

		原価 ゲンカ				原価 ゲンカ				標準原価率 ヒョウジュン ゲンカ リツ		前粗利 マエ アラリ		原価調整 ゲンカ チョウセイ								原価 ゲンカ				21標準原価率 ヒョウジュン ゲンカ リツ		21前粗利 マエ アラリ		増産効果 ゾウサン コウカ		前粗利増 マエ アラリ ゾウ		正味増産効果 ショウミ ゾウサン コウカ				原価 ゲンカ				21標準原価率 ヒョウジュン ゲンカ リツ		21前粗利 マエ アラリ		21比増産効果 ヒ ゾウサン コウカ		21比前粗利増 ヒ マエ アラリ ゾウ		21比正味増産効果 ヒ ショウミ ゾウサン コウカ

				標準原価　HC ヒョウジュン ゲンカ		6,104				51%		5,896		(27)								6,613				51%		6,387										6,969				51%		6,731

				　　　　　　　OH		3,641				66%		1,859		(12)								3,575				66%		1,825										3,509				66%		1,791

				　　　　　　　EC		2,861				75%		971		(30)								2,986				75%		1,014										3,136				75%		1,064

				　　　　　　　医療材 イリョウ ザイ		2,243				56%		1,757		(51)								2,467				56%		1,933										2,691				56%		2,109

				　　　　　　　医療材OEM イリョウ ザイ		1,002				143%		(302)										1,002				143%		(302)										1,002				143%		(302)

				　　　　　　　工業品 コウギョウ ヒン		10,378				81%		2,400		(117)								10,965				81%		2,535										11,492				81%		2,658

				　　　　　　　海外 カイガイ		2,183				81%		507										2,638				81%		612										2,963				81%		687

				廃棄 ハイキ		120																120																120

				原価改定差額 ゲンカ カイテイ サガク		(56)																(100)																(100)

				原価アップ ゲンカ																		1,200																1,200

				コストダウン		(301)																(200)																(400)

				値上げ ネア																		(300)																(400)

				増産効果 ゾウサン コウカ																		(380)																(500)

				計 ケイ		28,175		69.7%				13,087		(237)		0						30,586		71.0%				14,004		1,155		917		238				31,682		70.1%				14,738		2,100		1,651		449

																														42%																42%



		粗利益 アラリ エキ				粗利益 アラリ エキ		粗利益率 アラリエキ リツ														粗利益 アラリ エキ		粗利益率 アラリエキ リツ														粗利益 アラリ エキ		粗利益率 アラリエキ リツ

				前粗利　HC マエ アラリ		5,623		48%														6,058		48%														6,358		48%

				　　　　　OH		1,820		33%														1,787		33%														1,764		33%

				　　　　　EC		971		25%														1,014		25%														1,064		25%

				　　　　　医療材 イリョウ ザイ		1,639		42%														1,823		42%														1,979		42%

				　　　　　医療材OEM イリョウ ザイ		(302)		-43%														(302)		-43%														(302)		-43%

				　　　　　工業品 コウギョウ ヒン		2,349		18%														2,482		18%														2,587		18%

				　　　　　海外 カイガイ		507		19%														612		19%														687		19%

				特売費 トクバイ ヒ		(620)																(650)																(700)

				廃棄・改定差額 ハイキ カイテイ サガク		(64)																(20)																(20)

				原価アップ・CD・値上・増産 ゲンカ ネア ゾウサン		301																(320)																100

				計 ケイ		12,224		30%														12,484		29%														13,519		30%

																						260																1,035

		販売費 ハンバイ ヒ				販売費 ハンバイ ヒ		販売費率 ハンバイ ヒ リツ		変動費 ヘンドウ ヒ		変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		広告費 コウコク ヒ		人件費 ジンケンヒ				販売費 ハンバイ ヒ		販売費率 ハンバイ ヒ リツ		変動費 ヘンドウ ヒ		変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		広告費 コウコク ヒ		人件費 ジンケンヒ				販売費 ハンバイ ヒ		増減		販売費率 ハンバイ ヒ リツ						変動費 ヘンドウ ヒ		増減(21比)		変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		増減(21比)		広告費 コウコク ヒ		増減(21比)		人件費 ジンケンヒ		増減(21比)

				HC		2,366		20%		817		7.0%		347		559		643				2,512				882		7.0%		340		650		640				2,684		172								954		137		7.0%		340		(7)		750		191		640		(3)

				OH		1,492		27%		574		10.5%		199		172		548				1,484				564		10.5%		200		170		550				1,477		(7)								557		(17)		10.5%		200		2		170		(2)		550		2

				EC		340		9%		205		5.3%		14		31		90				354				214		5.3%		10		30		100				365		11								225		20		5.3%		10		(4)		30		(1)		100		10

				医療材 イリョウ ザイ		813		18%		177		3.9%		151		32		453				823				193		3.9%		150		30		450				843		20								213		36		3.9%		150		(1)		30		(2)		450		(3)

				工業品 コウギョウ ヒン		1,473		12%		738		5.8%		151		46		537				1,510				780		5.8%		150		40		540				1,551		41								821		83		5.8%		150		(1)		40		(6)		540		3

				海外 カイガイ		506		19%		169		6.3%		113		37		187				574				204		6.3%		130		40		200				599		25								229		60		6.3%		130		17		40		3		200		13

				特売費 トクバイ ヒ		(620)																(650)																(700)		(50)																0				0				0

				計 ケイ		6,370		15.8%		2,680				975		876		2,458				6,607		15.3%		2,837				980		960		2,480				6,818		211		15%						2,998		318				980		5		1,060		184		2,480		22

		事業利益 ジギョウ リエキ				事業利益 ジギョウ リエキ		事業利益率 ジギョウ リエキ リツ														事業利益 ジギョウ リエキ		事業利益率 ジギョウ リエキ リツ														事業利益 ジギョウ リエキ		事業利益率 ジギョウ リエキ リツ

				HC		3,257		28%														3,546		28%														3,674		28%

				OH		328		6%														304		6%														287		5%

				EC		631		16%														660		16%														700		17%

				医療材 イリョウ ザイ		525		11%														698		14%														835		16%

				工業品 コウギョウ ヒン		876		7%														972		7%														1,036		7%

				海外 カイガイ		1		0%														38		1%														89		2%

				原価調整・原価アップ・CD等 ゲンカ チョウセイ ゲンカ トウ		237																(340)																80

				計 ケイ		5,855		14.5%														5,877		13.6%														6,620		14.6%

		管理費 カンリヒ				管理費 カンリヒ		管理費率 カンリヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		人件費 ジンケンヒ										管理費 カンリヒ		管理費率 カンリヒ リツ														管理費 カンリヒ		増減		管理費率 カンリヒ リツ						固定費 コテイ ヒ		増減(21比)		人件費 ジンケンヒ		増減(21比)

				全社 ゼンシャ		4,155		10.3%		2,120		2,035										4,027		9.3%														4,000		(27)		8.8%						1,950		(170)		2,050		15

		営業利益 エイギョウ リエキ		全社単体 ゼンシャ タンタイ		1,700		4%														1,850		4.3%														2,620		770		5.8%

						2021年度 ネンド

						販売・売上高 ハンバイ ウリアゲ ダカ																販売・売上高 ハンバイ ウリアゲ ダカ																販売・売上高 ハンバイ ウリアゲ ダカ		増減		前期比 ゼンキ ヒ		増減(21比)		22-23CAGR

		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		単体販売高 タンタイ ハンバイダカ		41,500																44,250																46,500		2,250		105%

				割戻し ワリモド		(480)																(530)																(600)		(70)

				NT/NE/相殺 ソウサイ		500																750																650		(100)		87%

				G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(250)																(170)																(250)		(80)

				G自販（国内） ジハン コクナイ		1,600																1,600																1,600		0		100%

				TDS・コア創出 ソウシュツ

				特売費 トクバイ ヒ		(620)																(650)																(700)

				調整 チョウセイ		(250)																(250)																(200)

				連結計 レンケツ ケイ		42,000																45,000																47,000		2,000		104%		5,000		5.8%

						営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益 エイギョウ リエキ		増減		利益率 リエキ リツ

		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ		単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		1,700																1,850																2,620		770

				G会社利益・調整 カイシャ リエキ チョウセイ		800																750																780		30

				連結計 レンケツ ケイ		2,500																2,600																3,400		800		7.2%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		連結計 レンケツ ケイ		1,900										2250						2,000		100は持分法利益 モチブンポウ リエキ														2,600		600		5.5%

				期首 キシュ		38,078										39,356						39,356																40,985

				配当 ハイトウ		(622)										(622)						(622)																(900)

				利益 リエキ		1,900										2,250						2,000																2,600

		自己資本 ジコ シホン		期末 キマツ		39,356										40,985						40,735																42,685

		ROE				4.9%										5.6%						5.0%																6.2%





2021標準原価設定

		2021年度予算ベース ネンド ヨサン										2022年度予算検討ベース ネンド ヨサン ケントウ

				販売高 ハンバイダカ		標準原価 ヒョウジュン ゲンカ		標準原価率 ヒョウジュン ゲンカ リツ				販売高 ハンバイダカ		標準原価 ヒョウジュン ゲンカ

		ヘルスケア		12,000		6,104		50.9%				12850		6,536

		オフィスホーム		5,500		3,641		66.2%				5395		3,572

		EC		3,832		2,861		74.7%				4029		3,008

		医療材エリア イリョウ ザイ		4,000		2,243		56.1%				4400		2,467

		医療材直販 イリョウ ザイ チョクハン		700		1,002		143.2%				700		1,002

		工業品 コウギョウ ヒン		12,778		10,378		81.2%				13464		10,935

		海外 カイガイ		2,690		2,183		81.2%				3160		2,565

		計 ケイ		41,500		28,413		68.5%				43,998		30,085





利益推定2022-2023

						2021年度 ネンド																2022年度 ネンド						2023年度 ネンド

						販売高 ハンバイダカ		割戻し ワリモド		割戻し率 ワリモド リツ		売上高 ウリアゲ ダカ										販売高 ハンバイダカ		割戻し ワリモド				販売高 ハンバイダカ		増減(21比)		22-23CAGR		割戻し ワリモド		割戻し率 ワリモド リツ		増減(21比)		売上高 ウリアゲ ダカ		増減(21比)

		販売高・売上高 ハンバイ タカ ウリアゲ ダカ		HC		12,000		(273)		-2.3%		11,727										12,850		(321)				13,700		1,700		6.8%		(369)		-2.7%		(96)		13,331		1,604

				OH		5,500		(38)		-0.7%		5,462										5,395		(32)				5,290		(210)		-1.9%		(26)		-0.5%		12		5,264		(198)

				EC		3,832						3,832										4,029		0				4,225		393		5.0%								4,225		393

				医療材 イリョウ ザイ		4,700		(118)		-2.5%		4,582										5,100		(133)				5,500		800		8.2%		(149)		-2.7%		(30)		5,352		770

				工業品 コウギョウ ヒン		12,778		(51)		-0.4%		12,727										13,464		(61)				14,150		1,372		5.2%		(71)		-0.5%		(20)		14,079		1,352

				海外 カイガイ		2,690		0		0.0%		2,690										3,160		0				3,630		940		16.2%		0		0.0%		0		3,630		940

				計 ケイ		41,500		(480)				41,020										43,997		(547)				46,495		4,995		5.8%		(615)				(135)		45,880		4,861

				割戻し ワリモド		(480)																(547)						(615)		(135)

				売上高 ウリアゲ ダカ		41,020																43,450						45,880		4,861		5.8%



		粗利益 アラリ エキ				粗利益 アラリ エキ		粗利益率 アラリエキ リツ														粗利益 アラリ エキ		粗利益率 アラリエキ リツ				粗利益 アラリ エキ		増減(21比)		粗利益率 アラリエキ リツ		粗利益比例 アラリ エキ ヒレイ		粗利益率 アラリエキ リツ		限界利益 ゲンカイ リエキ		限界利益率 ゲンカイ リエキ リツ

				HC		5,649		48%														6,130						6,611		962		50%		6,422		48%		962		60%

				OH		1,808		33%														1,759						1,709		(99)		32%		1,743		33%		(99)		50%

				EC		996		26%														1,085						1,173		177		28%		1,098		26%		177		45%

				医療材 イリョウ ザイ		1,390		30%														1,621						1,851		462		35%		1,623		30%		462		60%

				工業品 コウギョウ ヒン		2,493		20%														2,730						2,966		473		21%		2,758		20%		473		35%

				海外 カイガイ		507		19%														672						836		329		23%		684		19%		329		35%

				原価アップ ゲンカ																								(100)		(100)

				計 ケイ		12,844		31%														13,996		32%				15,048		2,204		33%		14,328		32%		2,304		47%

		販売費 ハンバイ ヒ				販売費 ハンバイ ヒ		販売費率 ハンバイ ヒ リツ		変動費 ヘンドウ ヒ		変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		広告費 コウコク ヒ		人件費 ジンケンヒ				販売費 ハンバイ ヒ		販売費率 ハンバイ ヒ リツ				販売費 ハンバイ ヒ		増減(21比)		販売費率 ハンバイ ヒ リツ		変動費 ヘンドウ ヒ		増減(21比)		変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		増減(21比)		広告費 コウコク ヒ		増減(21比)		人件費 ジンケンヒ		増減(21比)

				HC		2,366		20%		817		7.0%		347		559		643				2,585						2,804		437		21%		954		137		7.0%		347		0		859		300		643		0

				OH・EC		1,832		34%		779		8.4%		213		203		638				1,771						1,710		(122)		32%		798		19		8.4%		213		0		203		0		497		(141)

				医療材 イリョウ ザイ		813		18%		177		3.9%		151		32		453				831						848		36		16%		213		36		3.9%		151		0		32		0		453		0

				工業品 コウギョウ ヒン		1,473		12%		738		5.8%		151		46		537				1,514						1,555		83		11%		821		83		5.8%		151		0		46		0		537		0

				海外 カイガイ		506		19%		169		6.3%		113		37		187				535						565		59		16%		228		59		6.3%		113		(0)		37		0		187		0

				その他販売費増減 タ ハンバイ ヒ ゾウゲン																								141		141		0%										0				0		141		141

				計 ケイ		6,990		17.0%		2,680				975		876		2,458				7,236		16.7%				7,622		633		17%		3,013		333				975		0		1,176		300		2,458		0

		事業利益 ジギョウ リエキ				事業利益 ジギョウ リエキ		事業利益率 ジギョウ リエキ リツ														事業利益 ジギョウ リエキ		事業利益率 ジギョウ リエキ リツ				事業利益 ジギョウ リエキ		増減(21比)		事業利益率 ジギョウ リエキ リツ

				HC		3,283		28%														3,545						3,808		525		29%

				OH・EC		972		18%														1,073						1,173		200		22%

				医療材 イリョウ ザイ		577		13%														790						1,003		426		19%

				工業品 コウギョウ ヒン		1,020		8%														1,216						1,411		391		10%

				海外 カイガイ		1		0%														136						271		270		7%

				原価アップ ゲンカ																								(100)		(100)

				その他販売費増減 タ ハンバイ ヒ ゾウゲン																								(141)		(141)

				計 ケイ		5,854		14.3%														6,760		15.6%				7,425		1,571		16%

		管理費 カンリヒ				管理費 カンリヒ		管理費率 カンリヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		人件費 ジンケンヒ										管理費 カンリヒ		管理費率 カンリヒ リツ				管理費 カンリヒ		増減(21比)		管理費率 カンリヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		増減(21比)		人件費 ジンケンヒ		増減(21比)

				全社 ゼンシャ		4,154		10.1%		2,119		2,035										4,154		9.6%				4,154		0		9%		2,119		0		2,035		0

		営業利益 エイギョウ リエキ		全社単体 ゼンシャ タンタイ		1,700		4%														2,606		6%				3,271		1,571		7%

						2021年度 ネンド

						販売・売上高 ハンバイ ウリアゲ ダカ																販売・売上高 ハンバイ ウリアゲ ダカ						販売・売上高 ハンバイ ウリアゲ ダカ		増減(21比)		CAGR

		連結売上高 レンケツ ウリアゲ ダカ		単体販売高 タンタイ ハンバイダカ		41,500																43,997						46,495		4,995		5.8%

				割戻し ワリモド		(480)																(547)						(615)		(135)

				NT/NE/相殺 ソウサイ		500																585						670		170		15.8%

				G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(190)																(220)						(250)		(60)

				G自販（国内） ジハン コクナイ		1,600																1,600						1,600		0

				TDS・コア創出 ソウシュツ

				特売費 トクバイ ヒ		(680)																(715)						(750)

				調整 チョウセイ		(250)																(200)						(150)

				連結計 レンケツ ケイ		42,000																44,500						47,000		5,001		5.8%

						営業利益 エイギョウ リエキ																営業利益 エイギョウ リエキ						営業利益 エイギョウ リエキ		増減(21比)		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

		連結営業利益 レンケツ エイギョウ リエキ		単体営業利益 タンタイ エイギョウ リエキ		1,700																2,606						3,271		1,571

				G会社利益 カイシャ リエキ		500																550						600		100

				連結計 レンケツ ケイ		2,200																0						3,871		1,671		8.2%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		連結計 レンケツ ケイ		1,700										2250						2,250						2,800		1,100		6.0%

				期首 キシュ		37,788										38,866						38,866						40,495

				配当 ハイトウ		(622)										(622)						(622)						(900)

				利益 リエキ		1,700										2,250						2,250						2,800

		自己資本 ジコ シホン		期末 キマツ		38,866										40,495						40,495						42,395

		ROE				4.4%										5.7%						5.7%						6.8%





当初2019-2023損益

		新中計　損益素案 シン チュウケイ ソンエキ ソアン

								2018				2018				2019				2020				2021				2022				2023

								予算 ヨサン				実績 ジッセキ		差異 サイ		計画 ケイカク		前期比 ゼン キ ヒ		計画 ケイカク		前期比 ゼン キ ヒ		計画 ケイカク		前期比 ゼン キ ヒ		計画 ケイカク		前期比 ゼン キ ヒ		計画 ケイカク		前期比 ゼン キ ヒ		2018差異 サイ

				売上高 ウリアゲ ダカ

		単体 タンタイ				ヘルスケア		16,200				15,041		(1,159)		16,000		106%		17,300		108%		18,700		108%		20,200		108%		21,800		108%		6,759										973				1,277		1,240

						医療材 イリョウ ザイ		4,900				4,727		(173)		5,000		106%		5,200		104%		5,420		104%		5,700		105%		5,940		104%		1,213										309				382		422

						オフィスホーム		10,000				9,414		(586)		9,500		101%		9,500		100%		9,500		100%		9,500		100%		9,600		101%		186										694				868		1,047

						工業品 コウギョウ ヒン		14,800				14,192		(608)		14,400		101%		14,270		99%		14,270		100%		14,100		99%		13,900		99%		(292)										977				1,150		1,311

						海外 カイガイ		3,300				2,975		(325)		3,300		111%		4,000		121%		4,900		123%		5,800		118%		6,600		114%		3,625										195				263		329

						新規創出・TDS シンキ ソウシュツ																						700				1,500		214%		1,500										3,148				3,940		4,349

						販売高 ハンバイダカ		49,200				46,348				48,200		104%		50,270		104%		52,790		105%		56,000		106%		59,340		106%		12,992

						割戻し ワリモド		(800)				(563)		237		(750)		133%		(850)		113%		(940)		111%		(1,000)		106%		(1,080)		108%		(517)

						ヘルスケア						(393)				(393)				(480)				(550)				(610)				(680)								(72)

						医療材 イリョウ ザイ						(128)				(128)				(150)				(170)				(180)				(200)								(24)

						オフィスホーム										(86)				(90)				(90)				(90)				(100)								(5)

						工業品 コウギョウ ヒン										(143)				(130)				(120)				(120)				(100)								14

								48,400				45,786		(2,614)		47,450		104%		49,420		104%		51,850		105%		55,000		106%		58,260		106%		12,474



				前粗利 マエ アラリ																																				3Q累計 ルイケイ		4Q				1月 ガツ				2月 ガツ		3月

						ヘルスケア		8,494		(52%)		7,883		(52.4%)		8,248		(51.6%)		8,996		(52%)		9,724		(52%)		10,504		(52%)		11,336		(52%)		3,453				6,095		1,813		7,908		484		49.7%		674		655		52%

						医療材 イリョウ ザイ		1,478		(30%)		1,515		(32.1%)		1,601		(32.0%)		1,560		(30%)		1,626		(30%)		1,710		(30%)		1,782		(30%)		267				1,134		350		1,484		94		30.4%		121		135		32%

						オフィスホーム		2,851		(29%)		2,686		(28.5%)		2,962		(31.2%)		2,850		(30%)		2,945		(31%)		2,945		(31%)		2,976		(31%)		290				1,899		822		2,721		220		31.7%		266		336		30%

						工業品 コウギョウ ヒン		2,770		(19%)		2,657		(18.7%)		2,627		(18.2%)		2,711		(19%)		3,139		(22%)		3,243		(23%)		3,197		(23%)		540				2,009		632		2,641		181		18.5%		213		238		19%

						海外 カイガイ		666		(20%)		654		(22.0%)		724		(21.9%)		880		(22%)		1,078		(22%)		1,450		(25%)		1,650		(25%)		996				485		155		640		37		19.0%		53		66		20%

						新規創出・TDS シンキ ソウシュツ																		0		(50%)		350		(50%)		750		(50%)		750										1016				1,327		1,430

								16,259		(33.0%)		15,395		(33.2%)		16,162		(33.5%)		16,997		(33.8%)		18,512		(35.1%)		20,202		(36.1%)		21,691		(36.6%)		6,296				11,622		3,772		15,394						2,613		2,920

																																																		2,639		2,914

				標準原価 ヒョウジュン ゲンカ				32,941				30,953				32,038				33,273				34,278				35,798				37,649				6,696

				原価差額（-） ゲンカ サガク				53				779

				廃棄・商品差額（-） ハイキ ショウヒン サガク				130				105				130				130				130				130				130

				調整前粗利益 チョウセイ マエ アラリエキ				15,275				13,949				15,282				16,017				17,442				19,072				20,481

				原価差額（-） ゲンカ サガク																																		2018年度比較 ネンド ヒカク

						減価償却費アップ① ゲンカ ショウキャク ヒ														(270)				(500)				(500)				(500)						2020～		埼工190、安城80 サイコウ アンジョウ

						減価償却費アップ② ゲンカ ショウキャク ヒ														(100)				(300)				(300)				(300)						2020～		NBM

						固定費アップ コテイヒ														(100)				(100)				(200)				(400)

						労務費・その他アップ ロウムヒ タ														(300)				(300)				(300)				(300)

						調整 チョウセイ														3				(2)				(7)				(25)

						コストダウン														300				300				500				700

																0				(467)				(902)				(807)				(825)				(825)



				粗利益 アラリ エキ				15,275				13,949		(1,326)		15,282		110%		15,550		102%		16,540		106%		18,265		110%		19,656		108%		5,707

						粗利益率 アラリエキ リツ		31.6%				30.5%				32.2%				31.5%				31.9%				33.2%				33.7%



				販管費 ハンカンヒ

						現状ベース想定 ゲンジョウ ソウテイ		11,376				11,188		(188)		11,450		102%		11,560		101%		11,710		101%		11,900		102%		12,090		102%		902		変動経費 6% ヘンドウ ケイヒ

						　　販管費率 ハンカンヒ リツ		23.5%				24.4%				24.1%		+262		23.4%		+110		22.6%		+150		21.6%		+190		20.8%		+190				固定費 コテイヒ		4,038

						コストアップ										662		人件費 ジンケンヒ		200				400				600				800						人件費 ジンケンヒ		4,560

						施策経費増														200				400				600				900						変動費 ヘンドウ ヒ		2,778		6%

						調整・コストダウン施策 チョウセイ シサク										(410)								(20)				100				300								11,376

								11,376				11,188				11,702		105%		11,960		102%		12,490		104%		13,200		106%		14,090		107%		2,902

								23.5%				24.4%				24.7%		+514		24.2%		+258		24.1%		+530		24.0%		+710		24.2%		+890



				営業利益 エイギョウ リエキ				3,900				2,761		(1,139)		3,580		105%		3,590				4,050				5,065				5,566				2,805		(234)

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%				6.0%				7.5%				7.3%				7.8%				9.2%				9.6%





		連結 レンケツ				NB		48,400				45,786		(2,614)		47,450		104%		49,420		104%		51,850		105%		55,000		106%		58,260		106%		12,474

						NBP自販 ジハン		300				298		(3)		300				300				300				300				300

						NBM自販 ジハン		1,200				1,226		26		1,200				1,200				1,200				1,200				1,200

						NT自販 ジハン		550				583		33		600				700				900				900				1,000				417

						相殺 国内 ソウサイ コクナイ		(200)				(161)				(150)				(161)				(150)				(161)				(160)

						相殺 NT ソウサイ		(250)				(313)				(300)				(313)				(500)				(550)				(600)

				売上高 ウリアゲ ダカ				50,000				47,418		(2,582)		49,100		104%		51,146		104%		53,600		105%		56,689		106%		60,000		106%		12,582



				営業利益 エイギョウ リエキ

						NB		3,900				2,761				3,580				3,590				4,050				5,065				5,566				2,805

						グループ会社・調整 ガイシャ チョウセイ		800				923				920				870				870				870				870						NBM利益 リエキ		250.7		357.4		106.7

								4,700				3,684		(1,015)		4,500				4,460				4,920				5,935				6,436				2,752

						営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		9.4%				7.8%				9.2%				8.7%				9.2%				10.5%				10.7%



						営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		100				18				20				100				100				100				100

						持分利益 モチブン リエキ		100				158				150				180				180				180				180

						特別損益 トクベツ ソンエキ		(200)				693				(200)				(200)				(200)				(200)				(200)

						税金費用 ゼイキン ヒヨウ		(1,450)				(1,359)				(1,270)				(1,310)				(1,450)				(1,750)				(1,900)

								30.9%				29.9%				28.4%				30%				30%				30%				30%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				3,250				3,194		(56)		3,200				3,230				3,550				4,265				4,616				1,422

						当期純利益率 トウキ ジュンリエキ リツ		6.5%				6.7%				6.5%				6.3%				6.6%				7.5%				7.7%

						ROE		9.4%				9.2%				8.5%				8.1%				8.5%				9.6%				9.7%



				純資産残高 前期 ジュンシサン ザンダカ ゼン キ				33,318				33,318				36,481				38,893				40,843				43,101				45,946

				純資産残高 当期 ジュンシサン ザンダカ トウキ				35,781				36,481				38,893				40,843				43,101				45,946				48,856

				前期配当支払 ゼン キ ハイトウ シハライ												(787)		24%		(1,280)		40%		(1,292)		40%		(1,420)		40%		(1,706)		40%

										12末 マツ		35,347

										12末純利益 マツ ジュンリエキ		2,005

										4Q純利益 ジュンリエキ		1,189





新中計主要品目※1907事業性検証会議

																		全社・フィールド別 ゼンシャ ベツ																												ニチバンメディカル品 新中計想定 ヒン シン チュウケイ ソウテイ

				2018		2019		2020		2021		2022		2023

		売上高 ウリアゲ ダカ		47,418		49,100		50,270		54,100		56,690		60,000								2018予算 ヨサン		2018実績 ジッセキ		2019		2020		2021		2022		2023		差異 サイ										2019予算 ヨサン		2020		2021		2022		2023

		HC		14,619		15,507		16,620		17,570		18,610		20,000				HC		ケアリーヴ		5,000		4,973		5,400		6,400		6,800		7,200		7,500		2,527						ケアリーヴ		HC		5,400		6,400		6,800		7,200		7,500

		OH・EC		9,366		9,412		9,290		9,320		8,280		9,500						鎮痛消炎 チンツウ ショウエン		6,200		5,423		5,800		5,800		6,200		6,700		7,500		2,077								海外 カイガイ		444		630		760		950		1,210

		医療材 イリョウ ザイ		5,838		6,012		6,220		6,460		6,730		7,000						スポーツ		2,000		1,818		1,900		2,000		2,100		2,200		2,400		582								他 ホカ		83		80		80		80		80

		工業品 コウギョウ ヒン		14,350		14,457		13,700		13,710		13,770		13,760						その他・フットケア等 タ トウ		3,000		2,828		2,900		3,000		3,100		3,200		3,300		472						BW		HC		1,860		1,960		2,060		2,160		2,360

		海外連結 カイガイ レンケツ		3,245		3,600		4,140		4,760		5,580		7,000						割戻し ワリモド		(460)		(321)		(393)		(440)		(490)		(550)		(560)		(239)								他 ホカ		346		340		340		340		340

		TDS・新規 シンキ		0		0		0		500		1,000		1,500						G向け売 ム ウ		(100)		(102)		(100)		(140)		(140)		(140)		(140)		(38)						巻絆 マ キズナ		医療材 イリョウ ザイ		1,246		1,240		1,240		1,220		1,200

																						15,640		14,619		15,507		16,620		17,570		18,610		20,000		5,381								他 ホカ		103		120		140		160		180		←HC フットケア巻絆 マ キズナ

																																										止血 シケツ		医療材 イリョウ ザイ		1,253		1,260		1,260		1,280		1,300

																		OH		CT		4,100		3,877		3,877		3,900		3,820		3,780		3,650		(227)								海外 カイガイ		283		340		420		530		870

																				NW		1,980		1,840		1,840		1,980		2,010		1,010		2,100		260								他 ホカ		48		50		50		50		50

																				HM		1,330		1,260		1,262		1,250		1,200		1,150		1,050		(210)						ドレッシング		HC		558		620		740		850		950

																				キッチン・雑貨 ザッカ		220		93		169		280		420		530		900		807								他 ホカ		49		50		50		50		50

																				他 ホカ		2,370		2,354		2,352		1,960		1,960		1,900		1,900		(454)						術後ケア ジュツゴ		医療材 イリョウ ザイ		360		400		500		600		750

																				割戻し ワリモド		(100)		(57)		(88)		(80)		(90)		(90)		(100)		(43)								海外 カイガイ		1		10		40		80		150

																						9,900		9,366		9,412		9,290		9,320		8,280		9,500		134								他 ホカ		72		70		70		70		70

																																										その他 タ		HC		2,071		2,070		2,070		2,070		2,070

																		コンシューマー事業計 ジギョウ ケイ				25,540		23,985		24,919				26,890				29,500		5,515								OH		5		0		0		0		0

																																												医療材 イリョウ ザイ		191		190		190		190		190

																																												工業品 コウギョウ ヒン		4		0		0		0		0

																		医療材 イリョウ ザイ		止血 シケツ		1,200		1,164		1,240		1,260		1,260		1,280		1,300		136								海外 カイガイ		218		220		220		220		220

																				巻絆 マキ キズナ		1,250		1,244		1,250		1,240		1,240		1,220		1,200		(44)										14,595		16,050		17,030		18,100		19,540

																				ドレッシング		540		524		560		620		740		850		950		426

																				術後ケア ジュツゴ		200		224		360		400		500		600		750		526						ケアリーヴ NTマージン				10		30		50		70		110

																				ロキソ		1,090		739		870		970		1,020		1,100		1,200		461

																				その他 タ		620		832		660		660		650		630		600		(232)

																				NBM		1,200		1,226		1,200		1,200		1,200		1,200		1,200		(26)

																				新開発品 シンカイハツ ヒン																0

																				割戻し ワリモド		(120)		(114)		(128)		(130)		(150)		(150)		(200)		(86)

																						5,980		5,838		6,012		6,220		6,460		6,730		7,000		1,162





																		工業品 コウギョウ ヒン		CT		4,300		3,787		3,878		3,790		3,750		3,730		3,710		(77)

																				HM		1,940		1,936		1,947		1,590		1,530		1,490		1,450		(486)

																				MT		2,480		2,392		2,386		2,280		2,220		2,170		2,090		(302)

																				結束 ケッソク		1,870		1,796		1,773		1,640		1,610		1,580		1,560		(236)

																				情報記録 ジョウホウ キロク		1,440		1,435		1,435		1,480		1,520		1,530		1,530		95

																				他 ホカ		2,770		2,845		2,980		2,820		2,870		2,940		2,910		65

																				新規探索 シンキ タンサク								40		150		270		450		450

																				NBP		300		288		300		300		300		300		300		13

																				割戻し ワリモド		(120)		(71)		(143)		(140)		(140)		(140)		(140)		(69)

																				G向け売 ム ウ		(100)		(58)		(100)		(100)		(100)		(100)		(100)		-42.1

																						14,880		14,350		14,457		13,700		13,710		13,770		13,760		(590)



																		海外 カイガイ		CL				373		500		660		810		1,020		1,320		947

																				CESABLIC				263		280		340		420		530		870		607

																				RT				19		80		120		240		480		920		901

																				アトファイン				1		0		10		40		80		150		149

																				その他メディカル タ				281		300		320		340		340		340		59

																				CT				735		840		920		960		980		1,030		295

																				和紙MT ワシ				323		440		590		750		920		1,110		787

																				塩ビマスキング エン				172		200		220		240		260		290		118

																				その他テープ タ				1,078		960		960		960		970		970		(108)

																				合計 ゴウケイ				3,245		3,600		4,140		4,760		5,580		7,000		3,755



																				本社・中国 ホンシャ チュウゴク				3,245		2,000		2,270		2,590		3,060		3,700		455

																				NT						600		690		820		1,000		1,300		1,300

																				欧州 オウシュウ						1,000		1,180		1,350		1,520		2,000		2,000

																				合計 ゴウケイ				3,245		3,600		4,140		4,760		5,580		7,000		3,755



																		新TDS・コア事業創出 シン ジギョウ ソウシュツ												500		1,000		1,500		1,500

																		現状ギャップ ゲンジョウ								112		300		1,780		2,720		1,240		1,240

																		全社 ゼンシャ				46,400		47,418		49,100		50,270		54,100		56,690		60,000		12,582

																				NB販売高 ハンバイダカ		45,900		43,756		45,340				47,980				52,820		9,064

																				割戻し ワリモド		(800)		(563)		(752)				(870)				(1,000)		(437)

																				グループ向け売上 ム ウリアゲ		(200)		(160)		400				580				1,060		1,220

																				グループ自販 ジハン		1,500		1,513		2,500				2,850				3,500		1,987

																		単体 タンタイ		ヘルスケア		16,200		15,041		16,000				18,200				20,700		5,659

																				医療材 イリョウ ザイ		4,900		4,727		4,940				5,410				6,000		1,273

																				オフィスホーム		10,000		9,424		9,500				9,410				9,600		176

																				工業品 コウギョウ ヒン		14,800		14,192		14,400				13,650				13,700		(492)

																				海外 カイガイ		0		373		500				810				1,320		947

																				新規創出・TDS シンキ ソウシュツ		0		0		0				500				1,500		1,500

																						45,900		43,756		45,340				47,480				51,320		7,564
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								2021

				販売高 ハンバイダカ		割戻し ワリモド		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利益 アラリ エキ		粗利益率 アラリエキ リツ		販売経費 ハンバイ ケイヒ				変動費 ヘンドウ ヒ		変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		固定費 コテイ ヒ		広告宣伝 コウコク センデン		人件費 ジンケンヒ				事業利益 ジギョウ リエキ				管理費 カンリヒ				管理費固定 カンリヒ コテイ

		HC		12,000		(273)		11,727		5,649		48.2%		2,366		20.2%		817		7.0%		347		559		643				3,263		27.8%		1,621		13.8%

		ＯＨ・EC		9,332		(38)		9,294		2,804		30.2%		1,832		19.7%		779		8.4%		213		203		638				974		10.5%		960		10.3%

		医療材 イリョウ ザイ		4,700		(118)		4,582		1,390		30.3%		813		17.7%		177		3.9%		151		32		453				577		12.6%		571		12.5%

		工業品 コウギョウ ヒン		12,778		(51)		12,727		2,493		19.6%		1,473		11.6%		738		5.8%		151		46		537				1,020		8.0%		802		6.3%

		海外 カイガイ		2,690		0		2,690		507		18.9%		506		18.8%		169		6.3%		113		37		187				1		0.0%		202		7.5%

				41,500		(480)		41,020		12,844		31.3%		6,990		17.0%		2,680		6.5%		975		876		2,458				5,836		14.2%		4,156		10.1%		2,121		2,035





						-1.16%								販売/売上高 ハンバイ ウリアゲ ダカ		割戻し ワリモド		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利益率 アラリエキ リツ		粗利益 アラリ エキ		販売経費 ハンバイ ケイヒ		2021予算 ヨサン		2023想定 ソウテイ		2021差異 サイ		変動費 ヘンドウ ヒ		変動費率 ヘンドウ ヒ リツ		2021差異 サイ		固定費 コテイ ヒ		2021差異 サイ		広告宣伝費 コウコク センデンヒ		2021差異 サイ		人件費 ジンケンヒ		2021差異 サイ		事業利益 ジギョウ リエキ		事業利益率 ジギョウ リエキ リツ		2021差異 サイ

						-2.27%						HC		13,700		(379)		13,321		48.2%		6,421		変動費増・広告費+300 ヘンドウ ヒ ゾウ コウコク ヒ		2,366		2,777		411		928		7.0%		111		347		0		859		300		643		0		3,644		27.4%		3,644

						-0.41%						ＯＨ・EC		9,400		(47)		9,353		30.2%		2,825		18.3億⇒17億に削減 オク オク サクゲン		1,832		1,699		(133)		784		8.4%		5		213		0		203		0		500		(138)		1,126		12.0%		1,126

						-2.51%						医療材 イリョウ ザイ		5,500		(149)		5,352		30.3%		1,622		2021年度水準 ネンド スイジュン		813		843		30		207		3.9%		30		151		0		32		0		453		0		779		14.6%		779

						-0.40%						工業品 コウギョウ ヒン		13,100		(66)		13,035		19.6%		2,555		2021年度水準 ネンド スイジュン		1,473		1,491		18		756		5.8%		18		151		0		46		0		537		0		1,064		8.2%		1,064

						0.00%						海外 カイガイ		3,626				3,626		18.9%		685		変動費増・広告費+100 ヘンドウ ヒ ゾウ コウコク ヒ		506		664		159		227		6.3%		59		113		0		137		100		187		0		21		0.6%		21

												割戻し ワリモド		(640)

				4300										44,686				44,686				14,107				6,990		7,474		484		2,902				222		975				1,276				2,320				6,633		14.8%		6,633

				2690		0.8432601881																				17.0%		16.7%

				500								粗利益 アラリ エキ						14,107

				3190								限界利益 ゲンカイ リエキ				35%		1,283

												原価アップ ゲンカ

												販売経費 ハンバイ ケイヒ						7,474

												管理費 カンリヒ						4,356								4,156		4,356		200								2,321		200						2,035		1,222

												営業利益 エイギョウ リエキ						3,561								10.1%		9.7%



																												0

												NT/NE/相殺 ソウサイ		674				674						NT120+0、NE100+30

												G相殺（国内） ソウサイ コクナイ		(190)				(190)

												G自販（国内） ジハン コクナイ		1,600				1,600

												TDS・コア創出 ソウシュツ						0

												特売費 トクバイ ヒ		(680)				(680)

												調整 チョウセイ		(90)				(90)

														46,000				46,000







												グループ会社営業利益 カイシャ エイギョウ リエキ														500		600
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1株当たり年間配当金・配当性向推移

記念配当 配当金 配当性向

29

安定した配当の実施を前提に 連結ベースの配当性向25％を目処とする
業績に連動した配当を継続する方針

2022年3月期予定：30円 2023年3月期予想：35円

1単元（100株）以上保有かつ6ヵ月以上
継続保有の株主様を対象に
年1回、弊社製品詰合せ（3500円相当）を贈呈

●株主優待制度

贈呈内容の例

株主還元

＊1株当たり配当金は、2017年10月に実施した株式併合実施後の株式数で計算

２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報

*12円
*16円

*22円

*36円
38+2円

33円<記念配当>

＊1株当たり配当金は、2017年10月に実施した
株式併合実施後の株式数で計算

38円

30円 30円
35円
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				14/3		15/3		16/3		17/3		18/3		19/3		20/3		21/3		22/3予定 ヨテイ		23/3予想 ヨソウ

		配当金		12		16		22		36		38		38		33		30		30		35

		記念配当 キネンハイトウ		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0

		配当性向		25.1%		25.3%		25.0%		24.0%		26.5%		24.7%		39.0%		46.0%		34.3%		24.2%

																						62.74

																						30
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創 業 1918年（大正7年）1月
資本金 5,451百万円
営業拠点 東京（本社）・大阪・名古屋・札幌・仙台・広島・福岡
生産拠点 埼玉工場／ニチバンプリント、テープ安城工場／ニチバンテクノ

メディカル安城工場、ニチバンメディカル
従業員数 １,２５５名（連結）７４３名（単体）

※就業人員 2022年3月31日現在

グループ・関連会社 ニチバンプリント株式会社
ニチバンテクノ株式会社
ニチバンメディカル株式会社
NICHIBAN（THAILAND）CO.,LTD.
NICHIBAN EUROPE GmbH
UNION THAI-NICHIBAN CO.,LTD.
大東化工株式会社
株式会社飯洋化工

会社概要

ご参考：ニチバンについて
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報
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1918年 1月 東京都南品川に［歌橋製薬所］として創業
1934年12月 株式会社歌橋製薬所設立
1944年 9月 “絆創膏製造業企業整備令”により 全国の絆創膏製造

業者（25社）が統合され［日絆工業株式会社］と改称
1948年 6月 登録商標 『セロテープ® 』の市販開始
1948年 6月 商号を［日絆薬品工業株式会社］と改称
1961年 1月 社名を［ニチバン株式会社］と改称
1968年 4月 東京・大阪株式市場第一部に上場
1976年 5月 ［大鵬薬品工業株式会社］が資本参加
1993年 3月 決算期を11月から3月に変更
1994年10月 本社を東京都文京区関口に移転
2018年 1月 創業100周年
2020年10月 ドイツのデュッセルドルフに販売子会社 NICHIBAN EUROPE GmbH を設立
2022年 4月 東京証券取引所の新市場区分「プライム市場」に移行

沿革

ご参考：ニチバンについて
２０２２年３月期 概況 ２０２３年３月期 見通し 企業価値向上に向けて 参考情報
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この資料には、当社の現在の計画や業績見通し等が含まれております
それら将来の計画や予想数値等は、現在入手可能な情報をもとに
当社が計画・予測したものです
実際の業績等は、今後の様々な条件・要素によりこの計画とは異なる場合が
あり、この資料はその実現を確約したり、保証するものではございません

https://www.nichiban.co.jp/
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