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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,843 ― 334 ― 334 ― 86 ―
20年3月期第2四半期 3,992 10.5 77 △75.9 102 △64.7 25 △83.0

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2四半期 10.64 ―
20年3月期第2四半期 3.14 ―

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2四半期 7,918 3,533 44.6 452.14
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2四半期  3,533百万円 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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 9,577 13.3 560 135.6 540 116.8 211 0.0 26.52

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】 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】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．第２四半期における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、通期業績予想を修正しております。 
２．連結業績予想における「１株当たり当期純利益」は、予想期中平均株式数(7,965,168株)をもとに計算しております。 
３．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述につきましては、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、今後の経済情勢などの変化により、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、本日別途開示する
「平成21年３月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
４．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 
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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  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2四半期  360,204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2四半期  8,114,441株 20年3月期第2四半期  8,155,860株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国でのサブプライムローン問題を発端とした

金融不安の高まりと原材料価格の高騰および原油価格の相次ぐ値上げを背景に、内需の減速感が強ま

るとともに、先行きに対しても下振れリスクを残したままの不透明な状況で推移しました。当社関連

の家庭紙業界におきましても、原燃料価格高騰が続き、事業収益を圧迫する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２四半期連結累計期間の売上高は48億43百万円(前年同期比21.3％増)、営業利益は３億34

百万円(同329.4％増)、経常利益は３億34百万円(同225.1％増)となりましたが、四半期純利益は、固

定資産売却損等の特別損失を計上したこと、法人税、住民税及び事業税の増加および繰延税金資産の

取崩し等から、86百万円(同236.8％増)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。 

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、前期獲得先への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、化合繊不織布においても新規製品の販売

が開始できたこと等から、売上を伸長させることができました結果、当第２四半期連結累計期間の

売上高は26億67百万円(前年同期比8.9％増)、営業利益は５億22百万円(同17.8％増)となりまし

た。 

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的な販売活動により、大幅に売上

を伸長させることができました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は21億76百万円(前年同

期比41.0％増)、営業利益は１億７百万円(前年同期は営業損失77百万円)となりました。 

  

なお、「前年同期比増減率および前年同期金額」につきましては、参考として記載しております。

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ３億６百万円増加して79億18百万円となりました。これは、

主原材料の圧縮により原材料及び貯蔵品が１億36百万円、法人税および消費税等の還付により未収

法人税等が91百万円、未収消費税等が62百万円、減価償却等により有形固定資産が54百万円減少し

た一方、売上の増加に伴い売上債権が６億52百万円、連結子会社の株式の追加取得に伴いのれんが

81百万円増加したこと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ４億67百万円増加して43億85百万円となりました。これは、仕

入の増加に伴い仕入債務が１億53百万円、未払法人税等が１億40百万円、未払消費税等が47百万

円、設備投資に伴い設備支払手形が65百万円増加したこと等によるものであります。 

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

  当期の経営成績

ａ．不織布関連事業

ｂ．紙関連事業

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

ｂ．負債
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純資産は、連結子会社を完全子会社化したことにより少数株主持分が１億７百万円減少し、自己

株式の取得に伴い自己株式が58百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ１億60百万

円減少して35億33百万円となりました。この結果、自己資本比率は44.6％となりました。 

当第２四半期連結会計期間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。 

営業活動により得られた資金は３億54百万円となりました。これは、売上債権の増加６億52百万

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３億11百万円、減価償却費１億39百

万円、たな卸資産の減少１億46百万円、仕入債務の増加１億53百万円、法人税等の還付95百万円等

により資金を獲得したことによるものであります。 

投資活動により使用した資金は１億61百万円となりました。これは、連結子会社株式の追加取得

による支出１億80百万円等があったことによるものであります。 

財務活動により使用した資金は１億91百万円となりました。これは、長期借入により１億80百万

円調達しましたが、長期借入金の返済による支出１億45百万円、短期借入金の減少90百万円、自己

株式の取得による支出58百万円、配当金の支払56百万円等により資金を使用したことによるもので

あります。 

  

第２四半期における業績の進捗状況を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、通期業績予想を修

正しております。詳細は本日別途開示する「平成21年3月期通期（連結・個別）業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の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。 

  

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。 

ｃ．純資産

② 連結キャッシュ・フローの状況

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

  棚卸資産の評価方法

(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

  会計基準の変更
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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。 

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 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 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。 

この結果、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産に

12,126千円、無形固定資産に6,500千円計上されております。また、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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 808,549 847,933

受取手形及び売掛金 2,744,318 2,092,255

商品及び製品 225,305 238,588

仕掛品 5,703 2,815

原材料及び貯蔵品 353,930 490,134

その他 73,377 211,593

貸倒引当金 △438 △416

流動資産合計 4,210,746 3,882,903

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,432,196 2,429,545

減価償却累計額 △1,403,158 △1,369,643

建物及び構築物（純額） 1,029,038 1,059,902

機械装置及び運搬具 5,091,380 5,062,920

減価償却累計額 △3,528,811 △3,470,848

機械装置及び運搬具（純額） 1,562,568 1,592,071

その他 874,216 864,177

減価償却累計額 △109,179 △105,332

その他（純額） 765,037 758,844

有形固定資産合計 3,356,645 3,410,818

無形固定資産

のれん 81,796 －

その他 20,992 16,340

無形固定資産合計 102,789 16,340

投資その他の資産

その他 263,741 317,300

貸倒引当金 △15,240 △15,280

投資その他の資産合計 248,501 302,020

固定資産合計 3,707,935 3,729,180

資産合計 7,918,682 7,612,083
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,500,871 1,346,961

短期借入金 426,809 480,809

未払法人税等 160,767 20,100

賞与引当金 89,435 74,018

役員賞与引当金 9,000 18,000

設備関係支払手形 85,227 19,617

その他 324,164 230,735 

流動負債合計 2,596,276 2,190,242

固定負債

長期借入金 1,457,649 1,459,054

退職給付引当金 91,034 81,087

役員退職慰労引当金 － 187,717

その他 240,189 －

固定負債合計 1,788,874 1,727,859

負債合計 4,385,150 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 2,404,271 2,375,057

自己株式 △66,208 △7,595

株主資本合計 3,534,982 3,564,382

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,451 22,364

評価・換算差額等合計 △1,451 22,364

少数株主持分 － 107,235

純資産合計 3,533,531 3,693,982

負債純資産合計 7,918,682 7,612,083
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 4,843,978

売上原価 3,900,666

売上総利益 943,311

販売費及び一般管理費 609,170

営業利益 334,141

営業外収益

受取利息 1,145

受取配当金 3,122

故紙売却収入 5,015

還付消費税等 3,848

その他 4,532

営業外収益合計 17,665

営業外費用

支払利息 14,905

その他 2,713

営業外費用合計 17,619

経常利益 334,187

特別損失

固定資産売却損 15,443

固定資産除却損 4,761

減損損失 2,824

特別損失合計 23,028

税金等調整前四半期純利益 311,158

法人税、住民税及び事業税 160,301

法人税等調整額 53,340

法人税等合計 213,642

少数株主利益 11,211

四半期純利益 86,304
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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２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９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 311,158

減価償却費 139,242

減損損失 2,824

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,416

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,947

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 △4,267

支払利息 14,905 

有形固定資産売却損益（△は益） 15,443 

有形固定資産除却損 4,761 

売上債権の増減額（△は増加） △652,063

たな卸資産の増減額（△は増加） 146,598

仕入債務の増減額（△は減少） 153,910

その他 335,126

小計 296,268 

利息及び配当金の受取額 4,244

利息の支払額 △15,212

法人税等の支払額 △26,104

法人税等の還付額 95,358

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,554 

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 △253,818

定期預金の払戻による収入 294,713

有形固定資産の取得による支出 △12,067

有形固定資産の売却による収入 1,160 

有形固定資産の売却による支出 △7,282

有形固定資産の除却による支出 △3,600

投資有価証券の取得による支出 △2,000

子会社株式の取得による支出 △180,000

貸付金の回収による収入 1,500

その他 111

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,281

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） △90,000

長期借入れによる収入 180,000

長期借入金の返済による支出 △145,404

自己株式の取得による支出 △58,612

配当金の支払額 △56,827

少数株主への配当金の支払額 △20,242

その他 △674

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,511

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 273,933
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(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 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

当社は、平成20年９月８日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき自己株式の取得に関する事項を決議し、その決議に基づき

自己株式を取得しております。この結果、当第２四半期連結累計期間において、自己株式が58,612千

円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が66,208千円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

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

2,667,907 2,176,071 4,843,978 ― 4,843,978

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,667,907 2,176,071 4,843,978 ― 4,843,978

営業利益 522,320 107,236 629,557 (295,416) 334,141

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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[参考資料]

前年同四半期に係る財務諸表等

(要約)中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,992,666

Ⅱ 売上原価 3,350,204

売上総利益 642,461

Ⅲ 販売費及び一般管理費 564,651

営業利益 77,809

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 1,006

２ 受取配当金 3,100

３ 故紙売却収入 4,904

４ 受取保険金 24,784

５ その他 5,732 39,528

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 9,477

２ 売上割引 1,766

３ 支払補償料 1,620

４ その他 1,689 14,554

経常利益 102,784

Ⅵ 特別損失

１ 減損損失 13,549

２ 会員権評価損 1,888

３ その他 238 15,676

税金等調整前中間純利益 87,107

法人税、住民税及び事業税 20,108

法人税等調整額 31,789 51,897

少数株主利益 9,582

中間純利益 25,627
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前中間純利益 87,107

２ 減価償却費 124,886

３ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 1,056

４ 賞与引当金の増減額(減少：△) △1,077

５ 役員賞与引当金の増減額(減少：△) △22,250

６ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 7,126

７ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) △206,221

８ 受取利息及び受取配当金 △4,107

９ 支払利息 9,477

10 減損損失 13,549

11 会員権評価損 1,888

12 売上債権の増減額(増加：△) △386,866

13 たな卸資産の増減額(増加：△) △49,516

14 仕入債務の増減額(減少：△) 169,596

15 その他 △54,400

小計 △309,751

16 利息及び配当金の受取額 3,569

17 利息の支払額 △8,977

18 法人税等の支払額 △101,427

営業活動によるキャッシュ・フロー △416,587

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 定期預金の預入による支出 △259,113

２ 定期預金の払戻による収入 382,593

３ 有形固定資産の取得による支出 △661,882

４ 有形固定資産の売却による収入 292

５ 保険積立金の解約による収入 20,993

６ 貸付金の回収による収入 1,500

７ その他(純額) △1,379

投資活動によるキャッシュ・フロー △516,996

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入金の純増減額(減少:△) 180,000

２ 長期借入金の借入による収入 900,000

３ 長期借入金の返済による支出 △8,331

４ 配当金の支払額 △56,449

５ 少数株主への配当金の支払額 △20,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 995,218

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) 61,635

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 477,893

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 539,528
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前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(288,368千円)の主なものは、当社の管理

部門にかかる費用であります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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。 

  

  セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

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

2,449,179 1,543,486 3,922,666 ― 3,922,666

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,449,179 1,543,486 3,992,666 ― 3,992,666

営業費用 2,005,909 1,620,578 3,626,488 288,368 3,914,856

営業利益又は営業損失(△) 443,270 △ 77,091 366,178 (288,368) 77,809

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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当第２四半期連結累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。

 
(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。 

  

当第２四半期連結累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。

 
(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。 

  

６. その他

(1) 生産実績

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 674,503

パルプ不織布 加工品 601,514

化合繊不織布 176,843

小計 1,452,862

紙
関
連
事
業

衛生用紙 1,927,161

合計 3,380,023

(2) 受注実績

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 1,054,158 112,637

パルプ不織布 加工品 1,093,137 110,257

化合繊不織布 207,863 29,426

その他 306,864 ―

小計 2,662,024 252,321

紙
関
連
事
業

衛生用紙 2,166,730 169,785

その他 4,818 ―

小計 2,171,549 169,785

合計 4,833,573 422,107
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当第２四半期連結累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。

 
(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。 

 
２ 上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績

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 1,069,916

パルプ不織布 加工品 1,093,266

化合繊不織布 197,859

その他 306,864

小計 2,667,907

紙
関
連
事
業

衛生用紙 2,171,253

その他 4,818

小計 2,176,071

合計 4,843,978

相手先
当第２四半期連結累計期間

金額(千円) 割合(％)

花王株式会社 761,333 15.7
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