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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 12,744 ― 780 ― 645 ― 274 ―

20年3月期第1四半期 13,276 2.2 848 21.2 540 38.6 345 ―

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 2.27 ―

20年3月期第1四半期 2.86 ―

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 95,661 26,623 27.0 213.79
20年3月期 94,042 27,200 28.2 218.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  25,874百万円 20年3月期  26,476百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

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 26,000 0.1 1,600 19.1 1,000 37.4 500 ― 4.13
通期 53,000 1.4 3,500 22.7 2,500 74.3 1,200 132.7 9.92

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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 （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）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
 （3）業績予想（平20年５月９日発表）の見直しは行っておりません。  

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 有

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  121,108,290株 20年3月期  121,108,290株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  83,232株 20年3月期  76,135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  121,028,759株 20年3月期第1四半期  121,045,307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
当第１四半期の連結売上高は127億44百万円（前年同期比4.0%減）、営業利益は７億80百万円（同比8.0%

減）、経常利益は６億45百万円（同比19.3%増）、四半期純利益は２億74百万円（同比20.6%減）となりました。
事業の種別セグメントの概況は次のとおりです。

（繊維事業）
衣料・生活資材分野では、小売店頭市況は大幅に悪化しました。このような状況下、当社グループは、素

材・ブランドの育成、機能加工素材の開発に注力いたしました。結果、ワーキング生地等の定番商材販売が
苦戦を強いられたものの、利益率の高い商材を中心に販売を拡大し、また製品ビジネスにおいては得意分野
に集中させたこと、前期に構造改革を実施した海外関係会社の業績回復により増益となりました。
　以上の結果、繊維事業全体としての売上高は76億66百万円(前年同期比7.6%減）となり、営業利益は、１億
23百万円（同比168.5%増）となりました。

（産業材事業）
産業資材分野では、製紙用ドライヤーカンバスは、製紙各社における既存設備の統廃合および原材料・燃

料高騰に伴うコスト削減への取り組み強化の影響でカンバス需要は低レベルで推移しましたが、設備新設・
改造に伴う需要により前年同期比増収となりました。フィルタークロスは、製造業各種のクロス需要が軟化
したものの拡販に努めた結果、前年同期並の売上を確保しました。
　化成品は中国への輸出が堅調に推移し、航空材料も順調に立ち上がりました。しかし、プリント基板関連
が、受注の減少と原燃材料の高騰などの影響により低調で、全体として減収減益になりました。
　以上の結果、産業材事業全体としての売上高は36億26百万円（前年同期比2.4%増）となり、営業利益は、
２億91百万円（同比37.6%減）となりました。

（不動産・サービス事業）
賃貸事業が堅調に推移したことにより、前期並の利益を確保しました。

　結果、不動産・サービス事業全体としての売上高は15億74百万円（前年同期比1.1%増）、営業利益は４億78
百万円（同比0.5増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は、956億61百万円となり、前年度末に比べ16億18百万円の増加となりました。主

な要因は、営業活動によるキャッシュ・フロー等により現金及び預金が増加したこと及びリース会計の適用
により、リース資産を計上したことによるものであります。
負債は、690億37百万円となり、前年度末に比べ21億95百万円の増加となりました。主な要因は、借入金の

増加等によるものであります。
純資産は、266億23百万円となり、前年度末に比べ５億76百万円の減少となりました。株主資本は、四半期

純利益による増加があったものの、配当金の支払いにより減少いたしました。さらに、評価・換算差額等が
減少したため、純資産が減少しております。その結果、自己資本比率は前年度末に比べ1.2ポイント減少し、
27.0％となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の見通しにつきまして、国内の経済は原材料・燃料の高騰や米国経済の動向等の影響が懸念されるな

ど、一段と厳しい状況が続くものと予想されます。
このような状況の下、当社グループは、産業資材・機能材料といった産業材分野及び一定の利益貢献が見

込まれる不動産・サービス分野の業容拡大を図り、衣料・生活資材分野では、高付加価値商品の販売を一層
強化し、さらなる収益の拡大を図ってまいります。
当第１四半期の業績は、計画どおり順調に推移しており、平成20年５月９日に公表いたしました第２四半

期累計期間及び通期の連結業績予想については変更いたしません。
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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簡便な会計処理

一般債権の貸倒見込高の算定方法
当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

固定資産の減価償却費の算定方法
固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっております。

法人税等並びに繰延税金資産及び負債の算定方法
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績
予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

(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
①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

当第１四半期連結会計期間から、「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。これにより、従来の方法によった場合と比べ、税金等調
整前四半期純利益が43百万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

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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)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)を早期に適用しております。これによる損益への
影響額はありません。
　

④セグメント情報の事業区分の変更

当第１四半期連結会計期間より、セグメント情報の事業区分を変更しております。詳細については、
８ページ「(5)セグメント情報」に記載しております。
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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：百万円）

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 4,897 3,240

受取手形及び売掛金 12,608 13,423

有価証券 4,699 4,399

商品及び製品 6,024 5,840

原材料 1,211 1,284

仕掛品 1,818 1,869

貯蔵品 230 168

繰延税金資産 735 742

その他 1,165 1,089

貸倒引当金 △131 △142

流動資産合計 33,260 31,915

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 41,094 41,227

減価償却累計額 △22,616 △22,424

建物及び構築物（純額） 18,478 18,802

機械装置及び運搬具 32,593 33,229

減価償却累計額 △28,649 △28,904

機械装置及び運搬具（純額） 3,944 4,324

工具、器具及び備品 1,618 1,609

減価償却累計額 △1,434 △1,429

工具、器具及び備品（純額） 184 180

土地 35,124 35,124

リース資産 1,772 －

減価償却累計額 △828 －

リース資産（純額） 944 －

建設仮勘定 99 57

有形固定資産合計 58,775 58,489

無形固定資産 214 204

投資その他の資産

投資有価証券 1,292 1,295

長期貸付金 4 4

繰延税金資産 949 979

その他 1,585 1,561

投資損失引当金 △24 △24

貸倒引当金 △396 △383

投資その他の資産合計 3,410 3,433

固定資産合計 62,400 62,126

資産合計 95,661 94,042
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（単位：百万円）

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 7,142 7,353

短期借入金 19,168 18,708

1年内償還予定の社債 1,245 1,245

未払費用 677 706

未払法人税等 292 288

未払消費税等 148 140

賞与引当金 376 644

その他 2,151 1,813

流動負債合計  31,200 30,899

固定負債

社債 1,637 1,737

長期借入金 11,107 9,871

繰延税金負債 1,165 1,166

再評価に係る繰延税金負債 8,680 8,680

退職給付引当金 2,593 2,494

役員退職慰労引当金 176 177

修繕引当金 117 110

長期預り敷金保証金 10,922 10,929

長期前受収益 501 511

その他 936 263

固定負債合計 37,836 35,942

負債合計 69,037 66,842

純資産の部

株主資本

資本金 11,336 11,336

資本剰余金 998 998

利益剰余金 3,486 3,575

自己株式 △14 △14

株主資本合計 15,806 15,895

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △67 △112

繰延ヘッジ損益 19 △111

土地再評価差額金 11,931 11,931

為替換算調整勘定 △1,815 △1,126

評価・換算差額等合計 10,067 10,580

少数株主持分 749 724

純資産合計 26,623 27,200

負債純資産合計 95,661 94,042
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

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 12,744

売上原価 10,193

売上総利益  2,550

販売費及び一般管理費 1,770

営業利益 780

営業外収益

受取利息 13

受取配当金 1

持分法による投資利益 4

為替差益 143

雑収入 24

営業外収益合計 187

営業外費用

支払利息 215

退職給付費用 43

雑支出 64

営業外費用合計 323

経常利益 645

特別利益

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失

たな卸資産評価損 43

その他 3

特別損失合計 46

税金等調整前四半期純利益 600

法人税、住民税及び事業税 285

法人税等調整額 △4

少数株主利益 44

四半期純利益 274
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

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 600

減価償却費 622

長期前払費用償却額  4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 112

のれん償却額 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1

修繕引当金の増減額（△は減少） 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △268

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 215

為替差損益（△は益） △137

持分法による投資損益（△は益） △4

固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） 768

たな卸資産の増減額（△は増加） △259

仕入債務の増減額（△は減少） △64

その他 △110

小計 1,477

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △210

法人税等の支払額 △256

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,025

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △322

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の償還による収入 1,000

貸付金の回収による収入 0

定期預金の払戻による収入 180

定期預金の預入による支出 △175

その他 △69

投資活動によるキャッシュ・フロー 611

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） 314

長期借入れによる収入 2,950

長期借入金の返済による支出 △1,560

社債の償還による支出 △100

自己株式の取得による支出 △1

配当金の支払額 △213

少数株主への配当金の支払額 △21

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,960

現金及び現金同等物の期首残高 3,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,264
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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

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【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）

繊維事業
(百万円)

産業材
事業

(百万円)

不動産・
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　売上高

　(1) 外部顧客に対する売上高 7,666 3,626 1,451 12,744 ― 12,744

　(2) セグメント間の内部

　 売上高又は振替高
0 ― 123 123 (123) ―

計 7,666 3,626 1,574 12,867 　(123) 12,744

　営業利益 123 291 478 892 (112) 780

（注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっています。

　 ２ 各事業の主な製品

　   ①繊維事業………糸、布、ニット、二次製品等

　   ②産業材事業……製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロス、プリント配線基板、

                         化成品、複合材料等

　    ③不動産・サービス事業…不動産賃貸、リネンサプライ、倉庫業、ゴルフ場の経営等

　 ３ 事業区分の変更

従来、事業区分を「繊維」、「機能材」、「不動産」、「その他」の４区分としていましたが、当社グル

ープは、当年４月より組織変更を行ったのを契機に、当社グループの事業領域とセグメント情報の整

合性を図るため、当第１四半期連結会計期間より事業区分を「繊維」、「産業材」、「不動産・サービス」

の３区分に変更いたしました。

なお、10ページ「参考資料」の(3)の前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四半期

連結累計期間において用いた事業区分の方法に組み替えて表示しています。

(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。
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「参考資料」

前四半期にかかる連結財務諸表

(1)（要約）前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

Ⅰ 売上高 13,276

Ⅱ 売上原価 10,671

　     売上総利益 2,604

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,756

　   営業利益 848

Ⅳ 営業外収益 61

　 受取利息及び配当金 10

　 持分法による投資利益 10

　 その他 41

Ⅴ 営業外費用 369

　 支払利息 209

　 その他 159

　 経常利益 540

Ⅵ 特別利益 20

Ⅶ 特別損失 18

　 税金等調整前四半期純利益 543

　 税金費用 160

　 少数株主利益 37

　 四半期純利益 345
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(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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）

区分 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純利益 543

　 減価償却費 527

　 売上債権の増減額 424

　 たな卸資産の増減額 △ 390

　 仕入債務の増減額 82

　 その他 △ 76

小計 1,110

　 利息及び配当金の受取額 10

　 利息の支払額 △ 200

　 法人税等の支払額 △ 279

   営業活動によるキャッシュ・フロー 641

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 有形固定資産の取得による支出 △ 459

　 有形固定資産の売却による収入 15

　 その他 2

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 440

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 815

　 長期借入による収入 1,380

　 長期借入金の返済による支出 △ 1,554

　 社債償還による支出 △ 100

　 配当金の支払額 △ 125

　 その他 △ 3

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 411

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 612

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,325

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び
258

    現金同等物の影響額

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,197

(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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）

繊維事業
(百万円)

産業材
事業

(百万円)

不動産・
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

　売上高 8,296 3,539 1,557 13,393 　(117) 13,276

　営業利益 45 467 475 988 (140) 848

（注）事業区分の変更

　従来、事業区分を「繊維」、「機能材」、「不動産」、「その他」の４区分としていたが、当連結会計年度より事業区

分を「繊維」、「産業材」、「不動産・サービス」の３区分に変更している。

　なお、上記前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法に変更して表示

している。
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