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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 2,306 ― 171 ― 171 ― 10 ―
20年3月期第1四半期 1,895 7.6 57 △59.4 58 △56.6 21 △69.4

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 1.31 ―
20年3月期第1四半期 2.70 ―

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 7,603 3,637 46.6 434.65
20年3月期 7,612 3,693 47.1 439.78

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,544百万円 20年3月期  3,586百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 7.00 7.00

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 4,402 ― 162 ― 145 ― 74 ― 9.13
通期 9,135 8.1 377 59.0 340 36.7 175 △16.7 21.54

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、３ページ【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、３ページ【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） 

１．平成20年５月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報および合理的で
あると判断する一定の前提に基づいており、今後の経済情勢等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。なお、上記業績予想に関する事
項は、３ページをご覧ください。 
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」(企業会計基準適用指針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
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  8,175,280株 20年3月期  8,175,280株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  20,204株 20年3月期  19,420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  8,155,558株 20年3月期第1四半期  8,155,860株
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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

① 当期の経営成績

当第１四半期連結会計期間における日本経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界経

済の減速懸念、原油・素材価格の高騰、円相場の高止まり等により、先行き不透明感の強い状況となり

ました。当社関連の家庭紙業界におきましても、原燃料価格の高騰により、事業収益を圧迫される等厳

しい経営環境で推移しました。

　こうしたなか、当社グループはお客様の満足を得る製品の提供により一層注力するとともに、積極的

な営業活動の展開、徹底した製造原価の低減にも取組み、業績の向上に努めてまいりました。この結果、

当第１四半期連結会計期間の売上高は23億６百万円(前年同期比21.7％増)、営業利益は１億71百万円(同

198.6％増)、経常利益は１億71百万円(同193.3％増)となりましたが、四半期純利益は、法人税、住民税

及び事業税の増加および繰延税金資産の取り崩し等から、10百万円(同51.3％減)となりました。

　事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。

ａ．不織布関連事業

不織布関連事業では、パルプ不織布加工品のクッキングペーパーは、前期獲得先のＯＥＭ販売が伸

長したこと、および既存先向けも順調であったこと等から、売上を大幅に伸長させることができ、パ

ルプ不織布原反のマイナスをカバーすることができました結果、当第１四半期連結会計期間の売上高

は12億47百万円、営業利益は２億59百万円となりました。

ｂ．紙関連事業

紙関連事業である衛生用紙は、旺盛な国内需要と海外への積極販売策に合わせて、海津工場の操業

度が高水準に推移したことで、大幅に売上を伸長させることができました結果、当第１四半期連結会

計期間の売上高は10億58百万円、営業利益は63百万円となりました。

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

ａ．資産

総資産は、前連結会計年度に比べ８百万円減少して76億３百万円となりました。これは、売上の増

加に伴い売上債権が１億55百万円増加した一方、主原材料の圧縮により原材料が90百万円、減価償却

等により有形固定資産が64百万円減少したこと等によるものであります。

ｂ．負債

負債は、前連結会計年度に比べ48百万円増加して39億66百万円となりました。これは、返済により

短期借入金が１億20百万円、賞与引当金が31百万円減少した一方、未払法人税等が79百万円、繰延税

金負債が51百万円増加したこと等によるものであります。

ｃ．純資産

純資産は、当期純利益の確保があった一方、剰余金の配当等により、前連結会計年度に比べ56百万

円減少して36億37百万円となりました。この結果、自己資本比率は46.6％となりました。
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② 連結キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より１百

万円増加して２億73百万円となりました。

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動により得られた資金は１億77百万円となりました。これは、売上債権の増加１億55百万円

等により資金を使用しましたが、税金等調整前四半期純利益１億68百万円、減価償却費67百万円、た

な卸資産の減少49百万円等により資金を獲得したことによるものであります。

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動により得られた資金は40百万円となりました。これは、３ヶ月超の預金への預入１億97百

万円、払戻２億57百万円等によるものであります。

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動により使用した資金は２億16百万円となりました。これは、短期借入金の減少１億20百万

円、配当金の支払57百万円等によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月15日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。

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)

該当事項はありません。

(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

① 棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

(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 会計基準の変更

ａ．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。

ｂ．「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下

による簿価切下げの方法)に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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ｃ．「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号)および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計

上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

これによる損益に与える影響はありません。
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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 789,756 847,933

受取手形及び売掛金 2,248,042 2,092,255

商品 22,902 19,990

製品 250,509 218,598

原材料 287,560 378,104

仕掛品 2,841 2,815

貯蔵品 118,408 112,029

その他 234,506 211,593

貸倒引当金 △400 △416

流動資産合計 3,954,127 3,882,903

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,429,545 2,429,545

減価償却累計額 △1,386,318 △1,369,643

建物及び構築物（純額） 1,043,227 1,059,902

機械装置及び運搬具 5,065,786 5,062,920

減価償却累計額 △3,519,437 △3,470,848

機械装置及び運搬具（純額） 1,546,349 1,592,071

その他 864,245 864,177

減価償却累計額 △107,022 △105,332

その他（純額） 757,223 758,844

有形固定資産合計 3,346,800 3,410,818

無形固定資産 15,416 16,340

投資その他の資産

その他 302,440 317,300

貸倒引当金 △15,240 △15,280

投資その他の資産合計 287,200 302,020

固定資産合計 3,649,417 3,729,180

資産合計 7,603,544 7,612,083

決算短信 2008年08月02日 09時08分 06935xe01_in 4ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 5 －



ハビックス㈱(3895) 平成21年3月期 第1四半期決算短信

（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 1,336,380 1,346,961

短期借入金 360,809 480,809

未払法人税等 99,766 20,100

賞与引当金 42,125 74,018

役員賞与引当金 4,500 18,000

その他 355,726 250,352

流動負債合計 2,199,308 2,190,242

固定負債

長期借入金 1,439,923 1,459,054

退職給付引当金 87,613 81,087

役員退職慰労引当金 ― 187,717

その他 239,461 ―

固定負債合計 1,766,997 1,727,859

負債合計 3,966,306 3,918,101

純資産の部

株主資本

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 603,260 603,260

利益剰余金 2,328,687 2,375,057

自己株式 △7,728 △7,595

株主資本合計 3,517,878 3,564,382

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 26,692 22,364

評価・換算差額等合計 26,692 22,364

少数株主持分 92,666 107,235

純資産合計 3,637,238 3,693,982

負債純資産合計 7,603,544 7,612,083
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 2,306,155

売上原価 1,831,635

売上総利益 474,519

販売費及び一般管理費 303,012

営業利益 171,507

営業外収益

受取利息 509

受取配当金 3,122

故紙売却収入 2,304

その他 2,574

営業外収益合計 8,510

営業外費用

支払利息 7,370

その他 1,457

営業外費用合計 8,827

経常利益 171,190

特別損失

減損損失 2,824

特別損失合計 2,824

税金等調整前四半期純利益 168,366

法人税、住民税及び事業税 101,533

法人税等調整額 50,438

法人税等合計 151,971

少数株主利益 5,674

四半期純利益 10,720
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(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 168,366

減価償却費 67,877

減損損失 2,824

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55

賞与引当金の増減額（△は減少） △ 31,893

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,526

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) △187,717

受取利息及び受取配当金 △3,632

支払利息 7,370

売上債権の増減額（△は増加） △155,787

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,315

仕入債務の増減額（△は減少） △10,581

その他 298,946

小計 198,058

利息及び配当金の受取額 3,971

利息の支払額 △1,732

法人税等の支払額 △23,027

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,270

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 △197,395

定期預金の払戻による収入 257,001

有形固定資産の取得による支出 △19,473

貸付金の回収による収入 750

その他 △57

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,824

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（△は減少） △120,000

長期借入金の返済による支出 △19,131

自己株式の取得による支出 △132

配当金の支払額 △57,159

少数株主への配当金の支払額 △20,242

財務活動によるキャッシュ・フロー △216,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,429

現金及び現金同等物の期首残高 272,421

現金及び現金同等物の四半期末残高 273,850
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

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

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

１ 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)

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
　 対する売上高

1,247,276 1,058,879 2,306,155 ― 2,306,155

(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,247,276 1,058,879 2,306,155 ― 2,306,155

営業利益 259,875 63,223 323,098 (151,591) 171,507

(注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各区分の製品

(1) 不織布関連事業‥‥‥パルプ不織布、化合繊不織布、その他不織布

(2) 紙関連事業‥‥‥衛生用紙

２ 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)

本邦以外の国または地域に所属する連結子会社およ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)

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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

該当事項はありません。
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[参考資料]

前第１四半期に係る財務諸表等

(要約)四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,895,589

Ⅱ 売上原価 1,557,798

　 売上総利益 337,791

Ⅲ 販売費及び一般管理費 280,361

　 営業利益 57,430

Ⅳ 営業外収益 8,729

Ⅴ 営業外費用 7,798

　 経常利益 58,360

Ⅵ 特別利益 1,000

Ⅶ 特別損失 ―

　 税金等調整前四半期純利益 59,360

　 税金費用 32,254

　 少数株主利益 5,113

　 四半期純利益 21,993
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６. その他

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

不
織
布
関
連
事
業

パルプ不織布 原反 322,098

パルプ不織布 加工品 279,246

化合繊不織布 78,721

小計 680,067

紙
関
連
事
業

衛生用紙 942,984

合計 1,623,051

(注)１ セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２ 金額は、製造原価によっております。

３ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

(2) 受注実績

当第１四半期連結会計期間の受注実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円)

不
織
布
関
連
事
業

パルプ不織布 原反 499,833 114,975

パルプ不織布 加工品 499,543 103,396

化合繊不織布 82,493 22,089

その他 147,663 ―

小計 1,229,533 240,461

紙
関
連
事
業

衛生用紙 1,075,564 192,776

その他 1,783 ―

小計 1,077,348 192,776

合計 2,306,881 433,237

(注)１ 金額は販売価格によっております。

２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

不
織
布
関
連
事
業

パルプ不織布 原反 513,253

パルプ不織布 加工品 506,533

化合繊不織布 79,826

その他 147,663

小計 1,247,276

紙
関
連
事
業

衛生用紙 1,057,096

その他 1,783

小計 1,058,879

合計 2,306,155

(注)１ 主な取引先の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先
当第１四半期連結会計期間

金額(千円) 割合(％)

花王株式会社 338,785 14.7

２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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