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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 21,873 ― △70 ― △67 ― △143 ―

20年5月期第2四半期 23,969 46.4 239 △65.4 232 △66.7 65 △83.4

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5月期第2四半期 △16.96 ―

20年5月期第2四半期 7.78 ―

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5月期第2四半期 22,617 11,557 51.1 1,370.44
20年5月期 23,524 12,191 51.8 1,445.59

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  11,557百万円 20年5月期  12,191百万円

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  有  

平成21年1月9日付で、「平成21年5月期 配当予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。  

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5月期 ― ― ― 20.00 20.00
21年5月期 ― ― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  

平成21年1月9日付で、「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。  

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 43,000 0.8 △490 ― △480 ― △545 ― △64.62

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ページの定性的情報・財務諸表等の４．その他の（2）をご参照ください。  

(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ページの定性的情報・財務諸表等の４．その他の（3）をご参照ください。  

(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 
・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）および「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。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績などは、業況の変化などに
より、上記予想数値と異なる場合があります。  

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5月期第2四半期  8,435,225株 20年5月期  8,435,225株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  1,814株 20年5月期  1,794株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  8,433,418株 20年5月期第2四半期  8,432,539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、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な景気

後退および円高などの影響に晒されました。当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）といたしま

しては、様々な分野に高付加価値製品を提供する不織布事業、関東圏を中心に生活用品を販売する家庭紙・日用

雑貨事業を中心に、市場ニーズに迅速に対応した経営活動に努めましたが、すべての部門における売上高が前年

同期を下回り、厳しい結果となりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は218億73百万円（前年同期比8.7％減）、経常損失は67百万円（前年同

期は２億32百万円の経常利益)、四半期純損失は１億43百万円（前年同期は65百万円の四半期純利益）となりま

した。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高を事業部門別に見ますと、次のとおりであります。 

 ［不織布部門］ 

 不織布部門におきましては、エレクトロニクス分野の国内市場ではオリンピック商戦の伸びが想定を下回り、

また携帯電話やフラットパネルディスプレイの国内販売数量が減少するなど、市場が急速に縮小いたしました。

海外におきましても同様の理由により、半導体関連のマーケットが冷え込んだことから、これらの市場にクリー

ンルーム用ワイパーを提供するエレクトロニクス分野の売上高は、前年同期を大きく下回りました。  

 メディカル分野では、ユーザーである医療機関の経営環境の悪化などにより、消耗資材の削減と購入価格の見

直しが引き続き行なわれております。同分野の主力製品である不織布ガーゼなどの売上高は、新規顧客開拓など

によって期首の予想通りとなったものの、前年同期を下回りました。 

 コンシューマー分野では、業務用クッキングペーパーなどの原料系製品の販売が大きく減少した事情、また景

況の悪化によって取引先の販促商品の規模縮小が進んでいることから、売上高は前年同期を大きく下回りまし

た。 

 連結子会社の日本プラントシーダー㈱が営む農業資材におきましては、国内の安全な食品に対する需要の高ま

りという背景から、不織布製の播種（はしゅ）用シーダーテープの販売が堅調となったことから、前年同期を上

回りました。 

 以上の結果、不織布部門全体の売上高は59億28百万円となり、前年同期比で13.0％の減少となりました。  

 ［家庭紙・日用雑貨部門］ 

 子会社のアズフィット㈱が営む家庭紙・日用雑貨部門では、物流拠点の見直しやシステムの統廃合、また営業

面におきましては自社ブランドの商品化などを継続して行っております。しかしながら、景気悪化によって消費

者のマインドが冷え込んでいること、さらに生活必需品である家庭紙や日用雑貨に対する低価格指向を払拭でき

ず、同部門の売上高は151億78百万円となり、前年同期比で7.2％の減少となりました。 

 ［洋紙・紙製品部門］ 

 洋紙・紙製品部門では、付加価値の高い最終製品の供給事業へと転換を図っておりますが、同部門の商品構成

の大半を占める印刷関連や各種紙製品の販売が減少したことから、売上高は６億28百万円となり、前年同期比で

5.4％の減少となりました。 

 ［和紙部門］ 

 和紙部門は、和紙文化の継承という当社のメセナ（文化貢献）の役割を担う一方、幅広い層の一般消費者およ

び法人取引先に対して商品とサービスを提供しています。当部門の売上高は92百万円となり、前年同期比で

3.2％の減少となりました。 

（１）財政状態の分析  

 （資産） 

資産につきましては、「投資有価証券」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて９億７百万減

少し、226億17百万円となりました。  

 （負債） 

負債につきましては、「繰延税金負債」が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて２億73百万減

少し、110億60百万円となりました。 

 （純資産） 

純資産につきましては、「その他有価証券評価差額金」が減少したことにより、前連結会計年度末に比べて６

億33百万減少し、115億57百万円となりました。 

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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 （２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フロー増加額が７億13百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー減少額が１億19百万円、財務活動によ

るキャッシュ・フロー減少額が２億69百万円となり、当第２四半期連結会計期間末の残高は前連結会計年度末に

比べ３億５百万円増加し46億47百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は７億13百万円となりました。収入の主な内訳は、「売上債権の減少額」２億86

百万円、「たな卸資産の減少額」２億17百万円であり、支出の主な内訳は、「税金等調整前四半期純損失」30百

万円、「その他負債の減少額」74百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は１億19百万円となりました。支出の主な内訳は、「有形固定資産の取得による

支出」86百万円、「無形固定資産の取得による支出」40百万円であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は２億69百万円となりました。支出の主な内訳は、「配当金の支払額」１億67百

万円、「長期借入金の返済による支出」49百万円であります。  

  当連結会計年度の通期業績予想は、経営環境の変化などから平成20年７月29日に公表しました予想数値を修正いた

しました。 

  詳細につきましては、本日平成21年１月９日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  一般債権の貸倒見積高については、当第２四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算定しておりま

す。 

  

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 

（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 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、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、主として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。 

 なお、これに伴う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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,566,989 4,261,195 

受取手形及び売掛金 8,297,948 8,583,990 

有価証券 101,588 101,391 

商品 1,124,512 1,331,398 

製品 284,714 314,951 

原材料 271,102 251,848 

繰延税金資産 83,292 94,326 

その他 568,872 660,450 

貸倒引当金 △70,580 △94,619 

流動資産合計 15,228,440 15,504,933 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,795,261 5,719,157 

減価償却累計額 △3,201,084 △3,115,399 

建物及び構築物（純額） 2,594,176 2,603,757 

機械装置及び運搬具 376,796 367,637 

減価償却累計額 △325,404 △321,470 

機械装置及び運搬具（純額） 51,391 46,167 

土地 1,903,303 1,903,303 

その他 148,877 145,872 

減価償却累計額 △115,415 △112,140 

その他（純額） 33,461 33,731 

有形固定資産合計 4,582,332 4,586,959 

無形固定資産   

のれん 264,970 287,126 

その他 59,935 24,033 

無形固定資産合計 324,906 311,159 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,541,850 2,102,208 

長期貸付金 37,763 38,956 

繰延税金資産 36,504 18,376 

その他 1,034,388 1,130,525 

貸倒引当金 △168,565 △168,337 

投資その他の資産合計 2,481,940 3,121,729 

固定資産合計 7,389,180 8,019,849 

資産合計 22,617,621 23,524,783 
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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11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,723,135 5,692,253 

短期借入金 1,530,000 1,560,000 

1年内返済予定の長期借入金 51,337 79,965 

1年内償還予定の社債 200,000 185,000 

未払法人税等 109,723 71,155 

賞与引当金 85,830 66,012 

その他 767,613 833,756 

流動負債合計 8,467,640 8,488,144 

固定負債   

社債 1,200,000 1,237,500 

長期借入金 947,163 967,797 

繰延税金負債 74,114 268,153 

退職給付引当金 173,494 168,899 

役員退職慰労引当金 165,409 170,460 

その他 32,293 32,503 

固定負債合計 2,592,474 2,845,314 

負債合計 11,060,114 11,333,459 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,322,214 1,322,214 

資本剰余金 1,374,967 1,374,967 

利益剰余金 8,716,459 9,028,177 

自己株式 △2,522 △2,491 

株主資本合計 11,411,119 11,722,867 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 146,387 468,456 

評価・換算差額等合計 146,387 468,456 

純資産合計 11,557,506 12,191,323 

負債純資産合計 22,617,621 23,524,783 
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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６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

売上高 21,873,003 

売上原価 18,344,885 

売上総利益 3,528,118 

販売費及び一般管理費 3,598,338 

営業損失（△） △70,220 

営業外収益  

受取利息 4,245 

受取配当金 21,718 

仕入割引 16,633 

その他 25,660 

営業外収益合計 68,257 

営業外費用  

支払利息 29,201 

売上割引 1,706 

為替差損 23,381 

持分法による投資損失 4,092 

その他 7,607 

営業外費用合計 65,989 

経常損失（△） △67,952 

特別利益  

投資有価証券売却益 16,283 

貸倒引当金戻入額 29,888 

保険返戻金 443 

その他 175 

特別利益合計 46,790 

特別損失  

固定資産除却損 5,456 

投資有価証券評価損 1,481 

ゴルフ会員権評価損 2,399 

その他 170 

特別損失合計 9,509 

税金等調整前四半期純損失（△） △30,671 

法人税、住民税及び事業税 97,519 

法人税等調整額 14,858 

法人税等合計 112,377 

四半期純損失（△） △143,048 
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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６月１日 
 至 平成20年11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損失（△） △30,671 

減価償却費 107,287 

のれん償却額 22,155 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,810 

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,817 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,595 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,051 

受取利息及び受取配当金 △25,963 

支払利息 29,201 

為替差損益（△は益） 18,267 

持分法による投資損益（△は益） 4,092 

保険返戻金 △443 

有形固定資産売却損益（△は益） △175 

固定資産除却損 5,456 

ゴルフ会員権評価損 2,399 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,481 

投資有価証券売却損益（△は益） △16,283 

売上債権の増減額（△は増加） 286,041 

たな卸資産の増減額（△は増加） 217,869 

仕入債務の増減額（△は減少） 30,882 

未払消費税等の増減額（△は減少） 140 

その他の資産の増減額（△は増加） 202,383 

その他の負債の増減額（△は減少） △74,419 

その他 △105 

小計 769,151 

利息及び配当金の受取額 25,951 

利息の支払額 △22,509 

法人税等の支払額 △58,846 

営業活動によるキャッシュ・フロー 713,746 

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 △86,374 

有形固定資産の売却による収入 241 

有形固定資産の除却による支出 △482 

無形固定資産の取得による支出 △40,321 

投資有価証券の取得による支出 △9,195 

投資有価証券の売却による収入 36,607 

貸付けによる支出 △1,625 

貸付金の回収による収入 5,021 

保険金の受取額 7,020 

保険積立金の積立による支出 △3,487 

長期前払費用の取得による支出 △32,831 

その他 5,593 

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,833 
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

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） △30,000 

長期借入金の返済による支出 △49,262 

社債の償還による支出 △22,500 

自己株式の取得による支出 △30 

配当金の支払額 △167,872 

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,666 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,267 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 305,978 

現金及び現金同等物の期首残高 4,341,547 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,647,526 
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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２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

紙・不織布事業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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成20年11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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日） 

  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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔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 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    23,969,445 100.0 

Ⅱ 売上原価    20,175,897 84.2 

売上総利益    3,793,548 15.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    3,553,808 14.8 

営業利益    239,739 1.0 

Ⅳ 営業外収益       

1   受取利息  6,908     

2   受取配当金  10,743     

3   仕入割引  10,334     

4   賃貸料収入  7,202     

5  その他  20,014  55,204 0.2 

Ⅴ 営業外費用       

1   支払利息  31,247     

2   売上割引  1,925     

3   為替差損  16,771     

4   持分法による投資損失  3,614     

5  その他  8,650  62,211 0.2 

経常利益    232,732 1.0 

Ⅵ 特別利益       

1   貸倒引当金戻入額  8,427     

2   保険金収入  7,735     

3  その他  29  16,193 0.1 

Ⅶ 特別損失       

1   固定資産売却損  9     

2   固定資産除却損  7,820     

3   投資有価証券評価損  3,285     

4   解約損害金  14,529     

5  過年度損益修正損  42,042  67,686 0.3 

税金等調整前中間純利益    181,239 0.8 

法人税、住民税及び事業税  78,542     

法人税等調整額  37,088  115,630 0.5 

中間純利益    65,608 0.3 
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（２）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６月１日 
至 平成19年11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   

税金等調整前中間純利益  181,239

減価償却費  113,668

のれん償却額  22,155

貸倒引当金の増減額（減
少：△）  35,788

賞与引当金の増減額（減
少：△）  39,039

役員賞与引当金の増減額
（減少：△） 

△4,300 

退職給付引当金の増減額
（減少：△）  7,083

役員退職慰労引当金の増減
額（減少：△） 

△2,080 

受取利息及び受取配当金 △17,652 

支払利息  31,247

為替差損益（差益：△）  16,449

持分法による投資損益（利
益：△）  3,614

有形固定資産売却損益（利
益：△）  9

有形固定資産除却損  7,820

保険金収入 △7,735 

解約損害金  14,529

投資有価証券評価損  3,285

売上債権の増減額（増加：
△） 

△404,254 

たな卸資産の増減額（増
加：△） 

△19,918 

仕入債務の増減額（減少：
△）  143,134

未払消費税等の増減額（減
少：△） 

△30,295 

その他資産の増減額（増
加：△）  294,905

その他負債の増減額（減
少：△） 

△7,242 

小計  420,492

利息及び配当金の受取額  17,652

利息の支払額 △33,341 

法人税等の支払額 △90,088 

営業活動によるキャッシュ・
フロー  314,714
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年６月１日 
至 平成19年11月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △21,027 

有価証券の償還による収入  50,000

有形固定資産の取得による
支出 

△8,716 

有形固定資産の売却による
収入  140

無形固定資産の取得による
支出 

△810 

投資有価証券の取得による
支出 

△9,217 

長期貸付金の回収による収
入  5,717

保険金の受取額  13,000

保険積立金取得による支出 △6,527 

その他 △14,717 

投資活動によるキャッシュ・
フロー  7,840

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（減
少：△）  430,000

長期借入金の返済による支
出 

△390,928 

社債の償還による支出 △220,500 

自己株式の取得による支出 △233 

配当金の支払額 △185,249 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

△366,911 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

△16,449 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（減少：△） 

△60,805 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高  3,719,640

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末残高  3,658,834
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前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

 紙・不織布事業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。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11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。 

  

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年11月30日） 

 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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