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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,299 ― 330 ― 450 ― 230 ―
20年3月期第1四半期 3,407 △0.7 538 △12.2 668 △4.0 398 △3.6

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 11.35 ―
20年3月期第1四半期 19.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 24,837 15,139 59.6 728.16
20年3月期 23,609 14,385 59.4 689.19

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  14,807百万円 20年3月期  14,015百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 6,950 0.1 930 △5.8 1,050 △6.2 600 △13.7 29.50
通期 13,900 1.0 1,860 9.4 2,100 12.9 1,200 3.9 59.01

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

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

（注）詳細は、【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）上記の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き作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性
があります。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  23,342,459株 20年3月期  23,342,459株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,006,700株 20年3月期  3,006,700株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  20,335,759株 20年3月期第1四半期  20,335,780株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰及び諸資材の価格上昇に加え、サブプライムローン問題に

端を発した金融市場の混乱などにより景気の減速感が強まる状況で推移いたしました。

当社グループの主要な得意先であります紙・パルプ産業は、重油、古紙及びチップ・パルプなどの原燃料価格の高騰

などにより、依然として厳しい経営環境にあります。

　このような状況におきまして、当社グループは今年度からスタートした新中期経営計画に基づき、積極的な営業活

動と技術サービスの向上に努めるとともに、設備の新設による生産性の向上、コストダウンなどに取り組んでまいり

ましたが、売上高は国外市場で急激な円高の影響を受けたことなどにより、前年同期比3.2％減の3,299百万円となり

ました。

　四半期純利益は、設備の新設及び税法の耐用年数区分の変更にともなう減価償却費の増加と投資有価証券の評価減

などにより、前年同期比42.1％減の230百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

  当第１四半期末は前連結会計年度末に比べ、総資産が1,227百万円、負債が472百万円、純資産が754百万円それぞれ

増加しております。これは、株価の上昇による保有株式の時価評価額が増加したため、投資有価証券、繰延税金負債

及びその他有価証券評価差額金が増加したことによるものです。

なお、当第1四半期末の自己資本比率は59.6％となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ94百万円減少し1,113百万円となりました。各

キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第1四半期において営業活動の結果得られた資金は203百万円（前年同期は47百万円の支出）となりました。これ

は、税金等調整前四半期純利益が410百万円、減価償却費が287百万円となった一方、法人税等の支払が184百万円、た

な卸資産の増加が236百万円となったことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、118百万円の支出（前年同期は331百万円の支出）となりました。これは、

有形固定資産の取得による支出が117百万円あったことなどによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、176百万円の支出（前年同期は10百万円の収入）となりました。これは、配

当金の支払が183百万円あったことなどによるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　現時点におきましては、平成20年５月15日に公表いたしました、第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変

更はありません。

 

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　当該事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金計算については、納付税額の算出にあたり加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する簡便的な処

理によって計算しております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前年度末の検討に使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。
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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価基準及び評価方法

　従来、製品・仕掛品については総平均法による原価法、原材料・貯蔵品については移動平均法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、製品・仕掛品については総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、原材料・貯蔵品については移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は30,745千円減少しております。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンスリース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,555,547 1,633,058

受取手形及び売掛金 6,049,362 6,094,273

リース投資資産 13,640 －

有価証券 4,712 5,012

商品 52,844 20,759

製品 1,221,489 1,109,237

原材料 534,397 483,477

仕掛品 1,059,932 1,038,663

貯蔵品 85,289 84,333

繰延税金資産 134,895 255,376

その他 89,171 42,604

貸倒引当金 △80,613 △71,418

流動資産合計 10,720,670 10,695,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,448,514 1,775,885

機械装置及び運搬具 3,073,738 3,332,033

工具、器具及び備品 198,660 194,226

土地 863,084 864,933

リース資産 104,750 －

建設仮勘定 7,319 6,908

有形固定資産合計 5,696,068 6,173,987

無形固定資産   

ソフトウエア 30,608 32,850

ソフトウエア仮勘定 5,454 －

リース資産 79,304 －

その他 7,404 7,404

無形固定資産合計 122,772 40,254

投資その他の資産   

投資有価証券 7,604,780 6,303,199

長期貸付金 1,520 2,019

繰延税金資産 86,413 90,660

リース投資資産 311,679 －

その他 382,669 403,122

貸倒引当金 △89,495 △98,928

投資その他の資産合計 8,297,566 6,700,073

固定資産合計 14,116,406 12,914,316

資産合計 24,837,077 23,609,695



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,258,171 1,130,012

短期借入金 3,757,900 3,736,030

リース債務 92,142 －

未払法人税等 80,716 215,973

役員賞与引当金 8,750 36,747

その他 1,402,571 1,620,249

流動負債合計 6,600,251 6,739,013

固定負債   

リース債務 91,913 －

長期未払金 25,739 27,446

繰延税金負債 1,391,955 839,115

退職給付引当金 1,175,483 1,203,755

役員退職慰労引当金 209,551 212,100

受入保証金 202,290 202,840

固定負債合計 3,096,932 2,485,257

負債合計 9,697,183 9,224,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,435,425 2,435,425

資本剰余金 1,487,838 1,487,838

利益剰余金 10,477,625 10,429,806

自己株式 △1,816,784 △1,816,784

株主資本合計 12,584,104 12,536,285

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,579,993 1,787,942

為替換算調整勘定 △356,336 △309,050

評価・換算差額等合計 2,223,656 1,478,892

少数株主持分 332,132 370,246

純資産合計 15,139,893 14,385,423

負債純資産合計 24,837,077 23,609,695



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,299,520

売上原価 2,205,146

売上総利益 1,094,373

販売費及び一般管理費  

役員報酬 57,767

給料手当及び賞与 297,775

貸倒引当金繰入額 10,033

退職給付費用 9,019

役員退職慰労引当金繰入額 10,551

役員賞与引当金繰入額 8,750

その他 369,546

販売費及び一般管理費合計 763,444

営業利益 330,929

営業外収益  

受取利息 3,938

受取配当金 100,386

受取賃貸料 85,352

その他 20,020

営業外収益合計 209,698

営業外費用  

支払利息 14,489

賃貸費用 24,952

その他 50,635

営業外費用合計 90,077

経常利益 450,550

特別損失  

固定資産除却損 4,958

投資有価証券評価損 35,127

特別損失合計 40,086

税金等調整前四半期純利益 410,464

法人税、住民税及び事業税 56,939

法人税等調整額 129,328

法人税等合計 186,267

少数株主損失（△） △6,644

四半期純利益 230,840



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 410,464

減価償却費 287,308

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,414

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,997

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,446

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,548

受取利息及び受取配当金 △104,325

支払利息 14,489

固定資産除売却損益（△は益） 3,428

売上債権の増減額（△は増加） 29,971

たな卸資産の増減額（△は増加） △236,758

仕入債務の増減額（△は減少） 129,246

その他 △214,347

小計 283,897

利息及び配当金の受取額 111,206

利息の支払額 △7,269

法人税等の支払額 △184,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,037

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △29,000

定期預金の払戻による収入 12,000

有形固定資産の取得による支出 △117,435

その他 16,358

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,076

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 33,400

配当金の支払額 △183,021

その他 △26,599

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,510

現金及び現金同等物の期首残高 1,208,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,113,547



 

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当社グループは、紙・パルプ用フエルトを中心とした各種工業用フエルトの製造、販売を主事業としている

専門メーカーであり、一セグメントの売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利

益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高 456,472千円 21,656千円 478,129千円

Ⅱ　連結売上高 3,299,520千円

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合 13.8％ 0.7％ 14.5％

　　　　　　　（注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。

　　　　　　２．各区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　　(1）アジア……………台湾・中国・インドネシア・韓国

　　　　　　　　(2）その他の地域……カナダ・アメリカ

　　　　　　３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,407,246

Ⅱ　売上原価 2,096,491

売上総利益 1,310,755

Ⅲ　販売費及び一般管理費 772,546

営業利益 538,208

Ⅳ　営業外収益 196,716

1.受取利息及び受取配当金　 85,458

2.その他　 111,258

Ⅴ　営業外費用 66,398

1.支払利息　 8,979

2.その他　 57,419

経常利益 668,526

Ⅵ　特別損失 4,826

1.固定資産除却損　 2,166

2.固定資産売却損　 2,659

税金等調整前四半期純利益 663,700

法人税、住民税及び事業税 212,633

法人税等調整額 46,808

少数株主利益 5,492

四半期純利益 398,765

－ 1 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税金等調整前四半期純利益　 663,700

　減価償却費　 195,440

　貸倒引当金の増加額　 7,019

　役員賞与引当金の減少額 △32,281

　退職給付引当金の減少額　 △55,276

　役員退職慰労引当金の減少額 △65,304

　受取利息及び受取配当金　　 △85,458

　支払利息　　 8,979

　固定資産除却損及び売却損　　 3,968

　売上債権の増加額　　 △123,883

　たな卸資産の減少額 20,482

　仕入債務の減少額 △1,721

　その他　　 △267,569

小計 268,095

　利息及び配当金の受取額 93,376

　利息の支払額 △8,979

　法人税の支払額 △400,386

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,893

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　定期預金の払戻による収入 100,000

　有形固定資産の取得による支出 △436,061

　有形固定資産の売却による収入 740

　投資有価証券の取得による収入 △522

　その他 4,206

投資活動によるキャッシュ・フロー △331,636

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の純増減額 250,000

　自己株式の取得による支出 △33

　配当金の支払額 △223,693

　その他 △15,643

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,628

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △982

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △369,883

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,054,666

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 684,782

－ 2 －
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