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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 9,538 ― 281 ― 425 ― 228 ―

20年3月期第3四半期 10,709 5.0 1,098 △0.3 974 8.6 678 33.0

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3四半期 8.51 ―

20年3月期第3四半期 25.28 ―

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3四半期 30,258 19,417 64.2 723.57
20年3月期 29,858 20,128 67.4 749.89

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  19,417百万円 20年3月期  20,128百万円

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 ― 4.50 ― 5.50 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 10.00

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  

    詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。  

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 12,700 △12.1 0 △100.0 150 △87.8 90 △90.7 3.35

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.その他をご覧下さい。  

(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.上記予想は、本資料の発表日現在における将来の経営環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸
表を作成しています。  

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3四半期  29,835,758株 20年3月期  29,835,758株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,000,664株 20年3月期  2,993,260株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  26,839,206株 20年3月期第3四半期  26,844,729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 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金

融危機の深刻化や急激な円高の進行により、企業収益が悪化し、設備投資も減少するなど、景気の減速

感が強まりました。 

当社グループの主要取引先であります紙・パルプ業界におきましては、景気の後退による紙・板紙の

需要減少に伴い、大幅な減産を余儀なくされるなど、厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は、9,538 百万円（前年同期比 10.9％減）となりま

した。 

当社グループの主力事業であります抄紙用具関連事業につきましては、内需では、シュープレス用ベ

ルト及び新製品であるトランスファー用ベルトの売上高は増加しましたが、紙・板紙の減産に伴う需要

の減退により、抄紙用フエルトの売上高は大幅に減少いたしました。海外では、北米及び欧州の抄紙用

ベルト、中国での抄紙用フエルトの販売数量は増加いたしましたものの、急速な円高の影響等により、

売上高は減少いたしました。 

 

また、所在地別セグメントの業績は以下のとおりとなりました。 

＜日本＞ 

シュープレス用ベルト及びトランスファー用ベルトの売上高は増加しましたが、抄紙用フエルト

の売上高が減少したことなどにより、売上高は 8,902 百万円（前年同期比 8.5％減）となりました。 

＜北米＞ 

シュープレス用ベルト及びトランスファー用ベルトの販売数量は増加いたしましたが、ドル安の

進行により、売上高は 832 百万円（前年同期比 22.3％減）となりました。 

＜欧州＞ 

シュープレス用ベルト及びトランスファー用ベルトの販売数量は増加いたしましたが、ユーロ安

の影響により、売上高は 1,398 百万円（前年同期比 19.2％減）となりました。 

＜その他＞ 

中国現地法人において、抄紙用フエルトは増加いたしましたものの、抄紙用ベルトが減少したこ

とにより、売上高は 695 百万円（前年同期比 6.5％減）となりました。 

 

次に損益の状況につきましては、全社を挙げて緊急コスト削減対策に取り組みましたものの、売上高

の減少に加え、製品加工の高度化等による製造費用の増加により、連結営業利益は 281 百万円（前年同

期比 74.4％減）、連結経常利益は 425 百万円（前年同期比 56.4％減）となりました。また、四半期純利

益につきましては 228 百万円（前年同期比 66.3％減）となりました。 

 

※ なお、本項における前年同四半期増減率は、当期より四半期会計基準等を適用したことにより、参考情報と

して記載しています。 
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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 3 四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 400 百万円増加し、

30,258 百万円となりました。これは主として有形固定資産が 1,442 百万円増加した一方、投資有価証券

が 1,002 百万円減少したことによるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 1,111 百万円増加し、10,841 百万円となりました。こ

れは主として短期借入金が 1,444 百万円増加したことによるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 711 百万円減少し、19,417 百万円となりました。こ

れは主としてその他有価証券評価差額金が 530 百万円減少したことによるものです。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第 3 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ 109 百万円減少

し、1,897 百万円（前年度末比 5.5％減）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要

因は以下の通りです。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 695 百万円を計上したほか、減

価償却費を源泉とした収入などにより 673 百万円の収入（前年同期比 605 百万円の収入減）となりま

した。 

＜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、主に生産能力増強を目的とする有形固定資産の取得による

支出 2,284 百万円などにより、1,811 百万円の支出（前年同期比 184 百万円の支出増）となりました。 

＜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、短期借入金による 1,370 百万円などの収入がある一方、配

当金の支払による支出 279 百万円などがあり、1,089 百万円の収入（前年同期比 797 百万円の収入増）

となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

通期（平成 20 年 4 月 1日から平成 21 年 3 月 31 日まで）の連結業績予想につきましては、第 3四半期ま

での業績及び今後の動向等を勘案し、平成20年 10月 30日に公表した予想数値を修正いたしました。なお、

詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

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 3 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出する方法によっています。 

②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います。 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっています。 

 

- 3 -



(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 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

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」（企業会計基準委員会 平成 19 年 3 月 14

日 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」（企業会計基準委員

会 平成 19 年 3 月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しています。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います。 

② 「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）に変更しています。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益が 81,011 千円減少しています。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 

平成 18 年 5月 17 日 実務対応報告第 18 号）を当第 1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必

要な修正を行っています。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益に与

える影響は軽微です。 
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,897,113 2,006,686

受取手形及び売掛金 5,324,223 5,838,977

商品及び製品 2,566,682 1,931,364

仕掛品 739,049 747,700

原材料及び貯蔵品 388,012 317,607

その他 348,347 470,783

貸倒引当金 △10,895 △13,733

流動資産合計 11,252,533 11,299,384

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,124,270 7,831,357

その他（純額） 7,222,619 6,072,921

有形固定資産合計 15,346,889 13,904,279

無形固定資産 179,909 165,734

投資その他の資産   

投資有価証券 3,370,084 4,372,537

その他 168,920 190,874

貸倒引当金 △60,156 △74,770

投資その他の資産合計 3,478,847 4,488,641

固定資産合計 19,005,646 18,558,655

資産合計 30,258,179 29,858,040
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,009,775 874,155

短期借入金 3,686,515 2,242,364

未払法人税等 100,460 192,851

賞与引当金 188,557 407,105

役員賞与引当金 － 15,000

その他 1,224,600 944,896

流動負債合計 6,209,908 4,676,371

固定負債   

長期借入金 1,210,000 1,300,000

退職給付引当金 2,476,463 2,512,719

その他 944,657 1,240,031

固定負債合計 4,631,121 5,052,750

負債合計 10,841,030 9,729,122

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,323,696 2,323,790

利益剰余金 14,220,390 14,274,539

自己株式 △1,060,889 △1,058,612

株主資本合計 19,078,001 19,134,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 461,826 992,042

為替換算調整勘定 △122,678 2,355

評価・換算差額等合計 339,148 994,397

純資産合計 19,417,149 20,128,917

負債純資産合計 30,258,179 29,858,040
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,538,602

売上原価 6,026,869

売上総利益 3,511,732

販売費及び一般管理費 3,230,243

営業利益 281,488

営業外収益  

受取配当金 91,042

為替差益 97,598

その他 44,548

営業外収益合計 233,189

営業外費用  

支払利息 61,423

その他 28,035

営業外費用合計 89,459

経常利益 425,219

特別利益  

投資有価証券売却益 420,524

特別利益合計 420,524

特別損失  

投資有価証券評価損 124,145

役員退職功労加算金 25,750

特別損失合計 149,895

税金等調整前四半期純利益 695,848

法人税、住民税及び事業税 268,673

法人税等調整額 198,785

法人税等合計 467,459

四半期純利益 228,389
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 695,848

減価償却費 931,956

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,452

賞与引当金の増減額（△は減少） △218,547

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,255

受取利息及び受取配当金 △100,686

支払利息 61,423

為替差損益（△は益） 9,649

投資有価証券評価損益（△は益） 124,145

投資有価証券売却損益（△は益） △420,524

売上債権の増減額（△は増加） 343,956

たな卸資産の増減額（△は増加） △758,403

仕入債務の増減額（△は減少） 260,977

その他 155,626

小計 1,016,713

利息及び配当金の受取額 100,686

利息の支払額 △60,431

法人税等の支払額 △383,694

営業活動によるキャッシュ・フロー 673,275

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 510,645

有形固定資産の取得による支出 △2,284,980

その他 △37,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,811,389

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） 1,370,876

配当金の支払額 △279,155

その他 △2,370

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,089,351

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △109,572

現金及び現金同等物の期首残高 2,006,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,897,113
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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」（企業会計基準委員会 平成 19 年 3 月 14 日 

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」（企業会計基準委員会 平成

19 年 3 月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しています。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います。 

 

 

(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 3四半期連結累計期間（自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

全セグメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める「抄紙用具関連事業」の割合がいずれ

も 90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第 3四半期連結累計期間（自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

(単位：千円) 

消去又は  
日本 北米 欧州 その他 計 

全  社 
連結 

Ⅰ.売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

 

 

6,704,086 832,103 1,398,859 603,552

 

 

9,538,602 

 

 

- 9,538,602

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

 
2,198,116 - - 91,467

 
2,289,583 

 
(2,289,583) -

計 8,902,203 832,103 1,398,859 695,019 11,828,186 (2,289,583) 9,538,602

営業利益 1,600,156 1,743 54,651 122,975 1,779,527 (1,498,038) 281,488

 

【海外売上高】 

当第 3四半期連結累計期間（自 平成 20 年 4 月 1日 至 平成 20 年 12 月 31 日） 

(単位：千円) 

 北      米 欧   州 その他の地域 計 

Ⅰ． 海 外 売 上 高 817,544 1,459,919 1,531,531 3,808,995

Ⅱ． 連 結 売 上 高  9,538,602

Ⅲ． 
連 結 売 上 高 に 占 め る 

海 外 売 上 高 の 割 合 （ ％ ） 
8.6 15.3 16.0 39.9 

 

 

(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】 

前第 3四半期に係る財務諸表等 

(1) (要約)四半期連結損益計算書 

 (単位：千円未満切捨) 

前年同四半期 

(平成 20 年 3 月期 

 第 3四半期) 
科   目 

金 額 

Ⅰ 売上高 10,709,792

Ⅱ 売上原価 6,217,484

 売上総利益 4,492,307

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,394,252

 営業利益 1,098,055

Ⅳ 営業外収益 130,514

1. 受取利息 6,153

2. 受取配当金 86,428

3. 雑収入 37,931

Ⅴ 営業外費用 254,332

1. 支払利息 56,436

2. 製品廃棄処分損 120,882

3. 雑損失 77,013

 経常利益 974,237

Ⅵ 特別利益 175,812

 投資有価証券売却益 175,812

税金等調整前四半期純利益 1,150,049

法人税等 471,371

四半期純利益 678,678
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円未満切捨) 

前年同四半期 

(平成 20 年 3 月期 
 第 3四半期) 

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 1,150,049

 減価償却費 896,307

 貸倒引当金の減少額 △19,938

 賞与引当金の減少額 △204,451

 役員賞与引当金の減少額 △18,000

 退職給付引当金の減少額 △26,796

 役員退職慰労引当金の減少額 △298,675

 受取利息及び受取配当金 △92,582

 支払利息 56,436

 為替差損 4,137

 投資有価証券売却益 △175,812

 売上債権の減少額 303,735

 たな卸資産の増加額 △133,580

 仕入債務の減少額 △226,184

 未収入金の減少額 20,302

 未払金の増加額 44,107

 未払消費税等の増加額 15,093

 長期未払金の増加額 219,636

 その他の増減 277,602

  小計 1,791,386

 利息及び配当金の受取額 92,582

 利息の支払額 △57,358

 法人税等の支払額 △548,064

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,278,545

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資有価証券の売却による収入 236,097

 有形固定資産の取得による支出 △1,795,749

 無形固定資産の取得による支出 △102,330

 ゴルフ会員権償還売却による収入 11,650

 その他の増減 23,894

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,626,437

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金減少額 △79,334

 長期借入れによる収入 600,000

 自己株式の売却による収入 996

 自己株式の取得による支出 △4,817

 配当金の支払額 △224,612

 財務活動によるキャッシュ・フロー 292,233

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 10,943

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △44,715

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,572,842

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 1,528,127
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