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平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況(連結) 

平成18年１月27日 

上場会社名 ウェーブロックホールディングス株式会社   (コード番号： 7940 東証第二部) 

 (URL：http://www.wavelock-holdings.com/) 

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 木根渕 純    TEL ( 03 ) 6830 - 6000(代表) 

 責任者役職・氏名 執行役員経営企画室長 村上 宗久 

１．四半期業績の概況の作成等に係る事項 

①会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無  ： 有 

(内容) 

・一般債権に係る貸倒引当金は中間期末の引当率にて四半期末の債権額に基づき算定しております。 

・実地棚卸を省略し継続記録法によっております。 

・退職給付費用は、年間見込額の四分の三を計上しております。 

② 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無： ： 無 

③連結及び持分法の適用範囲の異動の有無：  ： 無 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の状況(平成17年４月１日～平成17年12月31日) 

(1)経営成績(連結)の進捗状況      (百万円未満切捨て) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 
四半期(当期) 

純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18年３月期第３四半期  14,274 0.9  1,005 △14.8  1,339 2.2  809 34.7

17年３月期第３四半期  14,141 48.4  1,180 －  1,310 －  601 －

(参考)17年３月期  18,681 31.6  1,574 82.2  1,777 96.1  685 29.9

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

(当期)純利益 
 円  銭 円   銭 

18年３月期第３四半期 71.85 71.58 

17年３月期第３四半期 62.29 － 

(参考)17年３月期 69.19 － 

(注) １．監査法人による監査を受けておりません。 
２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率を示しております。 
３．16年３月期第３四半期において採用していた会計処理方法の基準が異なるため、売上高を除き17年

３月期第３四半期の対前年同期増減率は記載しておりません。 

［経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期(平成17年４月１日～平成17年12月31日)の状況を部門別に概観しますと、次のとおりで

あります。 

 

インテリア部門 

壁紙中間製品は低調であったものの、壁紙 終製品が堅調に推移した結果、売上高は35億94百万円(前

年同期比9.1％増)となりました。 

 

包材部門 

平成17年10月1日より運営効率向上を目的に特販部を当部門に統合しております。旧特販部の事業であ

る開封テープは堅調に推移いたしました。また、年末に掛けて食品容器の販売量が増加基調に乗りまし
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たが、生産キャパシティの問題から増加する需要を全て取り込むことができませんでした。その結果、

電子部品関連シートや食品シートの落ち込みをカバーするには至らず、売上高は22億６百万円(前年同期

比3.9％減)に留まりました。 

なお、食品容器の生産キャパシティ拡大を目的に平成18年１月に真空圧空成型機１ライン増設及び生

産建屋改築を完了し、増加する需要への対応を行っております。 

 

機能品部門 

メディカル関連資材や自動車部品向けメッキ代替シートは堅調に推移したものの、自動車用光輝テー

プ、アミューズメント機器向けメッキ代替シート等の受注が当初予想程伸びずほぼ前年同期並みとなっ

たことにより売上高は７億90百万円(前年同期比1.4％減)となりました。 

 

汎用品部門 

工業用シート・フィルムは期初の予想をクリアしたものの、安価な輸入品の影響から建設仮設資材が

落ち込んだほか、前連結会計年度における台風特需の反動から被覆資材が低調に推移いたしました。ま

た、雑貨をはじめとする各分野についても低調に推移した結果、売上高は31億28百万円(前年同期比

9.3％減)となりました。 

 

編織部門 

前連結会計年度よりサッシメーカー、ハウスメーカーと新たな素材・機能の防虫網の開発に取り組ん

できた成果があらわれて住宅資材が伸び、生活資材も夏の天候の好影響から堅調に推移いたしました。

また、農業資材、土木資材についても多発した災害の復旧事業関連で売上げを伸ばした結果、売上高は

45億40百万円(前年同期比5.7％増)となりました。 

 

以上の結果、売上高は142億74百万円(前年同期比0.9％増)となりました。第３四半期に発生した原材

料価格の高騰の影響により売上原価比率が悪化したほか、在庫の増加による保管料の増加や新製品開発

のための研究開発部員増員による研究開発費の増加等により販売費及び一般管理費が前年同期比50百万

円増加したことにより、営業利益は10億５百万円(前年同期比14.8％減)となりました。一方、経常利益

については、ダイオ化成(株)完全子会社化を目的に平成17年4月に実施した株式交換により発生した新た

な連結調整勘定(所謂、逆のれん代)の償却益や長期為替予約の時価評価益等の影響から13億39百万円(前

年同期比2.2％増)となりました。当期純利益については、前述のダイオ化成(株)完全子会社化による少

数株主利益の取り込みもあり８億９百万円(前年同期比34.7％増)となりました。 

 

(2)財政状態(連結)の変動状況      (百万円未満切捨て) 

 総 資 産 株主資本 株主資本比率 
１株当たり 
株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

18年３月期第３四半期 20,278 9,652 47.6 855.51 

17年３月期第３四半期 20,790 6,487 31.2 755.01 

(参考)17年３月期 20,224 6,595 32.6 763.51 

(注)監査法人による監査を受けておりません。 

 

【連結キャッシュ・フローの状況】     (百万円未満切捨て) 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による 

キャッシュ・フロー
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

18年３月期第３四半期 1,115 △439 △675 688 

17年３月期第３四半期 1,388 △303 △918 926 

(参考)17年３月期 1,868 △421 △1,518 688 

(注)監査法人による監査を受けておりません。 
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［財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期(平成17年４月１日～平成17年12月31日)における連結ベースでの財政状態は以下のとお

りであります。 

前連結会計年度末に比べ流動資産は70百万円増加いたしました。これは貸倒引当金の増加額56百万円

等があったものの、受取手形及び売掛金の増加額１億58百万円やたな卸資産の増加額47百万円、繰延税

金資産の増加額31百万円等があったことによるものであります。固定資産は前連結会計年度末に比べ16

百万円減少いたしました。これは時価評価による投資有価証券の増加や新規土地建物取得等があったも

のの有形固定資産の減価償却額５億40百万円や繰延税金資産の減少額１億22百万円等によるものであり

ます。以上の結果から前連結会計年度末に比べ資産合計は53百万円増加し、202億78百万円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ17億65百万円減少いたしました。これは未払消費税等の増加額１

億36百万円や未払法人税等の増加額49百万円、買掛金の増加額46百万円等があったものの短期借入金の

減少額18億92百万円等があったことによるものであります。固定負債は前連結会計年度末に比べ20億１

百万円増加いたしました。これは社債の減少額１億円等があったものの、長期借入金の増加額15億16百

万円や連結調整勘定の増加額６億34百万円等があったことによるものであります。以上の結果から前連

結会計年度末に比べ負債合計は２億36百万円増加し、106億26百万円となりました。 

前連結会計年度末に32億39百万円であった少数株主持分はダイオ化成(株)完全子会社化によりなくな

りました。 

資本合計はダイオ化成(株)との株式交換時の新株発行により資本剰余金が23億34百万円増加したほか、

当期純利益による増加等により前連結会計年度末に比べ30億57百万円増加し、96億52百万円となり、株

主資本比率は47.6％に増加いたしました。 

 

当第３四半期(平成17年４月１日～平成17年12月31日)における連結ベースでの「現金及び現金同等

物」(以下「資金」という)は、投資活動による支出４億39百万円や財務活動による支出６億75百万円が

あったものの営業活動による収入11億15百万円があったことにより前連結会計年度末並みの６億88百万

円となりました。 

営業活動によって得られた資金は11億15百万円(前年同期比19.6％減)となりました。これは主に法人

税等の支払額４億54百万円や売上債権等の増加額１億58百万円等の減少要因があったものの、税金等調

整前当期純利益12億80百万円や未払消費税等の増加額１億36百万円等の増加要因があったことによるも

のであります。 

投資活動によって使用した資金は４億39百万円(前年同期比44.5％増)となりました。これは主に貸付

金の回収による収入22百万円や有価証券の売却による収入16百万円等の増加要因があったものの、有形

固定資産の取得による支出４億47百万円や株式交換による支出28百万円等の減少要因があったことによ

るものであります。 

財務活動によって使用した資金は６億75百万円(前年同期比26.4％減)となりました。これは主に借入

金の返済額３億75百万円や社債の償還による支出１億円、配当金の支払額１億88百万円等の減少要因に

よるものであります。 

［平成18年３月期の連結業績予想］       (単位：百万円) 

 予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益 
1株当たり 

予想当期純利益

前回発表予想 20,000 1,800 1,100 97円58銭

今回修正予想 19,000 1,700 1,050 93円06銭

増 減 額 △1,000 △100 △50 
連結通期 

増 減 率 ( ％ ) △5.0 △5.6 △4.5 

前回発表予想 260 10 △10 △0円89銭

今回修正予想 260 △10 △40 △3円55銭

増 減 額 ±0 △20 △30 
単独通期 

増 減 率 ( ％ ) ±0.0 △200.0 △300.0 
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［業績予想に関する定性情報等］ 

連結通期については、全事業部門において原油価格上昇に伴う原材料価格高騰による不採算製品の販

売抑制や豪雪等によるマーケットの冷え込みなどの影響から販売状況の悪化が見込まれることに加え、

汎用品部門における安価な輸入品の影響及び前連結会計年度の台風特需の反動並びに包材部門における

ライン増設工事に伴う一部生産設備の稼動停止等の影響から、予想売上高を10億円減少し190億円と予想

いたします。経常利益については、販売量の減少によるコストアップに加え、下期から発生した原材料

価格の大幅な値上りが、原材料比率が高く、秋冬に売上げが偏重する傾向にある日本ウェーブロック

(株)の事業を直撃することから、前回発表予想を１億円減額し、17億円と予想いたします。この結果、

当期純利益については50百万円減少し、10億50百万円を見込んでおります。 

単独通期については、人員増による人件費や経費等の増加により経常利益が前回発表予想より減少し、

10百万円の利益から10百万円の損失へと予想を修正いたします。これらに加え、保養所の売却価格が当

初予想よりも下落したことにより売却損が増加したことや法人税等調整額が予想よりも減少することが

見込まれるため、当期純損失は前回発表予想より30百万円増加し40百万円となるものと予想いたします。 

［業績予想に関する注意］ 

業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて予想したものであり、実際の業

績は今後の様々な要因により異なる結果となる場合があります。 
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四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当四半期 前年同四半期 (参考)

科   目 (平成18年３月期 (平成17年３月期 増   減 平成17年３月期末

第３四半期末) 第３四半期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部) ％

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 688,687        926,468        △237,781      688,080        

2 受取手形及び売掛金 4,171,971      4,359,562      △187,591      4,013,788      

3 有価証券 72,159         77,125         △4,965        77,130         

4 たな卸資産 2,704,642      2,553,805      150,837        2,656,998      

5 繰延税金資産 196,618        134,609        62,009         164,918        

6 その他 383,516        372,192        11,324         490,045        

7 貸倒引当金 △180,856      △182,415      1,558          △124,672      

流動資産合計 8,036,738      8,241,347      △204,608      △2.5      7,966,290      

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 3,465,458      3,776,044      △310,585      3,674,332      

(2) 機械装置及び運搬具 1,492,338      1,444,992      47,346         1,511,768      

(3) 土地 5,304,625      5,387,295      △82,670       5,230,740      

(4) 建設仮勘定 86,537         82,994         3,543          52,436         

(5) その他 150,053        135,293        14,760         131,119        

有形固定資産計 10,499,013     10,826,621     △327,607      △3.0      10,600,397     

2 無形固定資産 145,022        134,298        10,724         8.0        141,406        

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 1,126,099      887,455        238,644        912,072        

(2) 長期貸付金 60,761         81,946         △21,185       59,905         

(3) 長期前払費用 8,793          16,815         △8,021        13,438         

(4) 繰延税金資産 124,197        315,149        △190,952      246,947        

(5) その他 293,124        299,414        △6,289        291,601        

(6) 貸倒引当金 △14,873       △12,969       △1,903        △7,107        

投資その他の資産計 1,598,103      1,587,811      10,291         0.6        1,516,858      

固定資産合計 12,242,139     12,548,730     △306,591      △2.4      12,258,662     

資産合計 20,278,878     20,790,078     △511,199      △2.5      20,224,952     

5
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四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

当四半期 前年同四半期 (参考)

科   目 (平成18年３月期 (平成17年３月期 増   減 平成17年３月期末

第３四半期末) 第３四半期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部) ％

Ⅰ 流動負債

1 買掛金 1,532,376      1,471,105      61,271         1,485,735      

2 短期借入金 2,102,910      2,239,669      △136,759      3,995,606      

3 1年以内に償還予定の社債 200,000        200,000        -              200,000        

4 未払法人税等 390,137        397,214        △7,077        340,807        

5 未払消費税等 169,691        96,695         72,996         33,500         

6 賞与引当金 44,910         41,880         3,030          172,312        

7 その他 660,495        657,116        3,379          637,693        

流動負債合計 5,100,522      5,103,681      △3,159        △0.1      6,865,657      

Ⅱ 固定負債

1 社債 300,000        500,000        △200,000      400,000        

2 長期借入金 2,549,309      3,257,874      △708,565      1,032,555      

3 退職給付引当金 987,591        1,008,296      △20,704       985,473        

4 役員退職慰労引当金 448,472        452,412        △3,939        448,472        

5 連結調整勘定 1,225,525      625,248        600,277        590,676        

6 その他 14,805         86,305         △71,499       66,587         

固定負債合計 5,525,704      5,930,135      △404,431      △6.8      3,523,764      

負債合計 10,626,226     11,033,816     △407,590      △3.7      10,389,421     

(少数株主持分)

少数株主持分 -              3,268,664      △3,268,664    △100.0    3,239,964      

(資本の部)

Ⅰ 資本金 2,143,700      2,143,700      -              -          2,143,700      

Ⅱ 資本剰余金 4,846,837      2,512,600      2,334,237      92.9       2,512,600      

Ⅲ 利益剰余金 3,726,734      3,065,231      661,503        21.6       3,140,394      

Ⅳ その他有価証券評価差額 224,799        54,511         170,287        312.4      87,423         

Ⅴ 自己株式 △1,289,419    △1,288,446    △973          0.1        △1,288,551    

資本合計 9,652,651      6,487,596      3,165,055      48.8       6,595,565      

負債、少数株主持分及び資本合計 20,278,878     20,790,078     △511,199      △2.5      20,224,952     
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【ウェーブロックホールディングス株式会社 連結】

四半期連結損益計算書

(単位：千円)

当四半期 前年同四半期 (参考)

科   目 (平成18年３月期 (平成17年３月期 増   減 平成17年３月期

第３四半期) 第３四半期)

金額 金額 金額 増減率 金額

％

Ⅰ 売上高 14,274,070     14,141,312     132,758       0.9       18,681,255     

Ⅱ 売上原価 10,575,281     10,318,099     257,181       2.5       13,689,623     

売上総利益 3,698,789      3,823,212      △124,423     △3.3     4,991,632      

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,693,027      2,642,511      50,515        1.9       3,416,876      

営業利益 1,005,762      1,180,701      △174,938     △14.8    1,574,756      

Ⅳ 営業外収益 404,089        201,398        202,691       100.6     298,225        

Ⅴ 営業外費用 69,922         71,586         △1,663       △2.3     95,651         

経常利益 1,339,929      1,310,513      29,416        2.2       1,777,329      

Ⅵ 特別利益 1,758          28,489         △26,730      △93.8    46,118         

Ⅶ 特別損失 61,075         65,629         △4,554       △6.9     269,041        

税金等調整前四半期(当期)純利益 1,280,612      1,273,372      7,239         0.6       1,554,406      

法人税、住民税及び事業税 473,942        521,873        △47,930      △9.2     700,263        

法人税等調整額 △2,688        △18,185       15,496        △85.2    △5,114        

少数株主利益 -              168,642        △168,642     △100.0   173,473        

四半期(当期)純利益 809,358        601,043        208,315       34.7      685,784        
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【ウェーブロックホールディングス株式会社 連結】

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当四半期 前年同四半期 (参考)

科   目 (平成18年３月期 (平成17年３月期 平成17年３月期末

第３四半期末) 第３四半期末)

金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期(当期)純利益 1,280,612           1,273,372           1,554,406           

減価償却費 540,025             514,873             718,496             

減損損失 52,710              -                   -                   

連結調整勘定償却額 △234,052           △104,035           △138,803           

持分法による投資利益 △1,584             △1,210             △3,986             

貸倒引当金の増減額（減少：△） 63,951              52,921              △10,684            

賞与引当金の増減額（減少：△） △127,401           △101,439           28,993              

退職給付引当金の増減額（減少：△） 2,117               37,961              15,139              

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） -                   2,091               △1,848             

受取利息及び受取配当金 △20,129            △20,343            △21,824            

支払利息 39,960              44,960              60,442              

投資有価証券売却益 △1,755             △10,675            △28,304            

投資有価証券売却損 -                   4,788               5,150               

出資金売却益 2,661               -                   -                   

固定資産売却損 3,124               -                   -                   

固定資産除却損 2,578               9,219               11,612              

固定資産評価損 -                   -                   199,836             

災害保険金 -                   △17,814            △17,814            

災害損失 -                   17,035              17,855              

本社移転費用 -                   34,586              34,586              

売上債権の増減額（増加：△） △158,182           △89,476            256,297             

たな卸資産の増減額（増加：△） △47,644            △53,942            △157,134           

仕入債務の増減額（減少：△） 46,641              171,313             185,943             

未払消費税等の増減額（減少：△） 136,191             19,683              △43,510            

役員賞与支払額 △35,000            △20,000            △37,000            

その他の増減額 45,448              105,181             △2,299             

小計 1,590,273           1,869,051           2,625,550           

利息及び配当金の受取額 20,416              20,630              21,783              

利息の支払額 △39,839            △41,964            △58,506            

本社移転費用の支払額 -                   △34,586            △34,586            

法人税等の支払額 △454,888           △424,859           △686,049           

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,115,962           1,388,272           1,868,191           
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【ウェーブロックホールディングス株式会社 連結】

(単位：千円)

当四半期 前年同四半期 (参考)

科目 (平成18年３月期 (平成17年３月期 平成17年３月期末

第３四半期末) 第３四半期末)

金額 金額 金額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 -                   △19,990            △19,990            

有価証券の売却による収入 16,285              37,030              37,030              

有形固定資産の取得による支出 △447,959           △343,734           △519,409           

有形固定資産の売却による収入 8,582               -                   -                   

無形固定資産の取得による支出 △16,476            △17,120            △28,000            

投資有価証券の取得による支出 △1,394             △2,295             △2,744             

投資有価証券の売却による収入 10,502              20,090              77,174              

△28,990            -                   -                   

貸付けによる支出 △3,000             -                   -                   

貸付金の回収による収入 22,138              22,487              34,883              

その他の増減額 891                 △462               △744               

投資活動によるキャッシュ・フロー △439,421           △303,994           △421,800           

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 3,620,000           4,400,000           5,981,600           

短期借入金の返済による支出 △3,581,600         △3,150,000         △4,960,000         

長期借入れによる収入 2,542,000           286,000             286,000             

長期借入金の返済による支出 △2,956,342         △877,015           △1,117,997         

社債の償還による支出 △100,000           △100,000           △200,000           

自己株式の取得による支出 △1,687             △1,286,368         △1,286,474         

自己株式の売却による収入 13,090              -                   -                   

配当金の支払額 △188,018           △159,034           △159,034           

少数株主への配当金の支払額 △20,106            △27,951            △55,891            

その他の増減額 △3,269             △3,688             △6,761             

財務活動によるキャッシュ・フロー △675,934           △918,057           △1,518,559         

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 606                 166,219             △72,168            

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 688,080             760,249             760,249             

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 688,687             926,468             688,080             

株式交換による支出
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セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期(自平成17年４月１日 至平成17年12月31日)、前第３四半期(自平成16年４月１日 至平

成16年12月31日)及び前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)において、当社及び

連結子会社は、その主な事業として「各種合成樹脂と繊維・紙等の複合素材製品」の製造及び販売を行

っております。全セグメントの売上高の合計、営業利益の金額の合計及び全セグメントの資産の金額の

合計額に占める「各種合成樹脂と繊維・紙等の複合素材製品」事業の割合がいずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

２．所在地別セグメント情報 

当第３四半期(自平成17年４月１日 至平成17年12月31日)、前第３四半期(自平成16年４月１日 至平

成16年12月31日)及び前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)において、本邦以外

の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

３．海外売上高 

当第３四半期(自平成17年４月１日 至平成17年12月31日)、前第３四半期(自平成16年４月１日 至平

成16年12月31日)及び前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日)において、海外売上

高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 
(単位：千円) 

当第３四半期 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

前第３四半期 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日  

金  額 金  額 金  額 

インテリア 2,784,297 2,493,030 3,443,036 

包 材 1,928,237 2,041,402 2,651,704 

機 能 品 379,534 410,217 542,965 

汎 用 品 2,196,623 2,351,388 3,139,681 

編 織 1,771,419 1,515,632 2,066,259 

合 計 9,060,113 8,811,670 11,843,647 

(注) １．金額は実際原価によっております。 
２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．特販部は当第３四半期より包材部門に統合されたため、前第３四半期および前連結会計年度の

実績は新区分に組み替えて表示しております。ただし、特販部は自社生産を行っていないため
該当事項はありません。 

２．受注状況 
(単位：千円) 

当第３四半期 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

前第３四半期 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

インテリア 2,978,441 26,927 2,708,066 29,075 3,821,870 33,815 

包 材 1,991,357 273,737 1,979,496 162,345 2,624,672 207,989 

機 能 品 351,219 23,194 454,706 49,842 580,406 35,304 

汎 用 品 2,199,758 155,441 2,475,128 231,675 3,183,635 156,514 

合 計 7,520,776 479,301 7,617,396 472,938 10,210,585 433,623 

(注) １．金額は標準原価によっております。 
２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．編織部門は見込み生産を行っているため該当事項はありません。 
４．特販部は当第３四半期より包材部門に統合されたため、前第３四半期および前連結会計年度の

実績は新区分に組み替えて表示しております。ただし、特販部は自社生産を行っていないため
該当事項はありません。 

３．販売実績 
(単位：千円) 

当第３四半期 
自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日 

前第３四半期 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日  

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

インテリア 3,594,108 25.2 3,293,321 23.3 4,697,121 25.1 

包 材 2,206,993 15.5 2,296,069 16.2 2,970,246 15.9 

機 能 品 790,938 5.5 802,568 5.7 1,077,302 5.8 

汎 用 品 3,128,011 21.9 3,448,955 24.4 4,534,029 24.3 

編 織 4,540,182 31.8 4,296,968 30.4 5,396,278 28.9 

そ の 他 13,836 0.1 3,429 0.0 6,277 0.0 

合 計 14,274,070 100.0 14,141,312 100.0 18,681,255 100.0 

(注) １．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．特販部は当第３四半期より包材部門に統合されたため、前第３四半期および前連結会計年度の

実績は新区分に組み替えて表示しております。 
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