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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 18,128 ― 256 ― 399 ― 195 ―

20年3月期第3四半期 17,653 △3.3 △43 ― 274 △75.3 279 △65.1

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 18.48 18.25
20年3月期第3四半期 26.45 26.06

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 23,881 9,886 40.9 925.65
20年3月期 23,143 9,882 42.4 929.42

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,776百万円 20年3月期  9,808百万円

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  

当期末の配当予想額については、未定であります。  

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3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― 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  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

通期 25,000 7.5 200 ― 350 151.8 220 87.9 20.83

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  

(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） 

(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)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。 
・上記の業績の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な不確定要素により異なる場合
があります。 
・配当予想額の修正につきましては、現時点では未定としております。詳細につきましては、同日発表の「平成21年3月期期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧く
ださい。 

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  12,613,037株 20年3月期  12,613,037株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,050,742株 20年3月期  2,059,860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  10,560,333株 20年3月期第3四半期  10,551,404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(平成 20 年 4 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日)におけるわが国経済は、

米国発の金融危機を発端とした世界的な経済混乱に影響され、景気の減速が一層顕著になりました。

一方、ナフサ等の石化原材料価格については、一旦は落ち着きを取り戻しているものの、需要の減

退傾向は否めず、当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しいものとなっております。 

このような外部環境のもと、当社グループでは、生産合理化による更なるコストダウンの実現な

ど安定的な事業基盤の構築に努めるとともに、中長期的視野から高付加価値の新規事業立ち上げに

取り組んでまいりました。 

 

インテリア部門 

昨年来の住宅着工件数の減少傾向は続いており、業界全体が厳しい局面を迎える中、当部門も受

注が振るわず、売上高は 65 億 73 百万円(前年同期比 3.7%減)となりました。 

 

包材部門 

PS(ポリスチレン)シートについては、順調に推移しました。また、PP(ポリプロピレン)シートに

ついては、同業他社の撤退により当部門製品の受注が大幅に伸張しました。加えて、真空圧空成型

製品が堅調に推移したこともあり、当部門の売上高は 25 億 69 百万円(前年同期比 14.1%増)となり

ました。 

 

コンバーティング部門 

秋以降の自動車業界および国内消費材市場の低迷により、光輝テープ・シート、メディカル資材、

開封テープそれぞれにおいて伸び悩む結果となりました。当部門の売上高は 9 億 82 百万円(前年同

期比 0.2%増)となりました。 

なお、当部門は平成20年 7月 1日より機能品部門からコンバーティング部門へ改称しております。

 

汎用品部門 

国内景気の低迷により、産業資材関連の需要が 11 月以降全体的に減退した結果、当部門の売上高

は 27 億 72 百万円(前年同期比 2.7%減)となりました。 

 

編織部門 

比較的良好な天候に恵まれたことに加え、取引先との関係強化に取り組んだほか、新規顧客への

拡販に注力した結果売上が伸張し、当部門の売上高は 50 億 80 百万円(前年同期比 7.4%増)となりま

した。 

 

以上のとおり売上面では全体的に伸び悩む結果となり、グループ全体の売上高は 181 億 28 百万円

(前年同期比 2.7%増)となりました。収益面につきましては、ナフサ等の石化原材料価格高騰後の急

落により、前年同期に比べると収益性は大きく改善し、営業利益は 2 億 56 百万円(前年同期比 3 億

円増)、経常利益は 3 億 99 百万円(前年同期比 45.6%増)となりました。当期純利益については、取

引先の民事再生法適用申請に伴い、貸倒引当金繰入額 1億 14 百万円を特別損失に計上したこと等に

より、1億 95 百万円(前年同期比 30.1%減)となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における連結財政状態は以下のとおりであります。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ 8億 81 百万円増加いたしました。主な要因は、製品 6億 4百

万円の増加や現金及び預金 5億 17 百万円の増加等によるものです。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ 1億 43 百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資産

1億 38 百万円の減少等によるものです。 

以上の結果、総資産は前連結会計年度末に比べ 7 億 37 百万円増加し 238 億 81 百万円となりまし

た。 

 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ 14 億 46 百万円増加しております。主な要因は、短期借入金

9億 31 百万円の増加や支払手形及び買掛金 4億 38 百万円の増加等によるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ 7億 12 百万円減少いたしました。主な要因は、長期借入金 4

億 66 百万円の減少等によるものです。 

純資産は 98 億 86 百万円となり、自己資本比率は 40.9%になっております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 

平成 20 年 10 月 27 日に公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。今後、変更すべき事

象が発生した場合には適切に開示してまいります。 

 
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 

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。 

 

② 四半期連結財務諸表の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かかる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

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 条)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」(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。当該変更による影響は軽微です。 
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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 915,195 397,453

受取手形及び売掛金 4,222,393 4,518,606

有価証券 - 46,512

商品 679,327 633,501

製品 2,821,046 2,216,227

原材料 1,109,766 990,059

仕掛品 247,337 293,597

その他 1,113,217 1,110,182

貸倒引当金 △ 75,768 △ 54,854

流動資産合計 11,032,516 10,151,286

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,371,085 3,529,720

機械装置及び運搬具（純額） 1,833,655 1,988,966

土地 5,765,004 5,768,434

建設仮勘定 202,293 37,645

その他（純額） 219,659 205,498

有形固定資産合計 11,391,699 11,530,265

無形固定資産 281,278 207,412

投資その他の資産

投資有価証券 394,470 494,821

長期貸付金 65,797 60,464

その他 860,576 702,822

貸倒引当金 △ 144,630 △ 3,241

投資その他の資産合計 1,176,214 1,254,865

固定資産合計 12,849,191 12,992,544

資産合計 23,881,708 23,143,830
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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 3,283,043 2,844,496

短期借入金 5,899,456 4,968,016

未払法人税等 71,247 10,971

賞与引当金 48,578 190,812

役員賞与引当金 22,806 -

その他 1,011,134 875,890

流動負債合計 10,336,267 8,890,186

固定負債

長期借入金 1,975,326 2,441,713

退職給付引当金 1,303,310 1,313,073

負ののれん 251,564 521,034

その他 128,749 95,647

固定負債合計 3,658,950 4,371,469

負債合計 13,995,217 13,261,656

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,700 2,143,700

資本剰余金 4,843,038 4,843,038

利益剰余金 4,594,111 4,615,658

自己株式 △ 1,844,678 △ 1,853,034

株主資本合計 9,736,170 9,749,361

評価･換算差額等

その他有価証券評価差額金 40,772 58,975

評価・換算差額等合計 40,772 58,975

新株予約権 102,993 73,837

少数株主持分 6,554 -

純資産合計 9,886,490 9,882,173

負債純資産合計 23,881,708 23,143,830
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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 18,128,756                  

売上原価 14,351,156                  

売上総利益 3,777,600                   

販売費及び一般管理費 3,521,394                   

営業利益 256,206                     

営業外収益

受取利息 4,263                       

受取配当金 10,594                      

負ののれん償却額 253,101                     

その他 95,673                      

営業外収益合計 363,632                     

営業外費用

支払利息 94,214                      

持分法による投資損失 61,348                      

その他 64,723                      

営業外費用合計 220,286                     

経常利益 399,552                     

特別利益

固定資産売却益 2,547                       

貸倒引当金戻入額 1,200                       

その他 594                         

特別利益合計 4,343                       

特別損失

固定資産除却損 1,350                       

投資有価証券評価損 28,855                      

貸倒引当金繰入額 114,321                     

その他 729                         

特別損失合計 145,257                     

税金等調整前四半期純利益 258,638                     

法人税、住民税及び事業税 87,309                      

法人税等調整額 △19,893                    

法人税等合計 67,416                      

少数株主利益 △3,926                     

四半期純利益 195,148                     
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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 258,638                   
減価償却費 807,600                   
負ののれん償却額 △253,101                 
持分法による投資損益（△は益） 61,348                    
貸倒引当金の増減額（△は減少） 162,302                   
賞与引当金の増減額（△は減少） △142,233                 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） 22,806                    
退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,763                   
受取利息及び受取配当金 △14,858                  
支払利息 94,214                    
為替差損益（△は益） 6,744                     
固定資産売却損益（△は益） △2,547                   
固定資産除却損 1,350                     
売上債権の増減額（△は増加） 296,212                   
たな卸資産の増減額（△は増加） △735,967                 
仕入債務の増減額（△は減少） 358,470                   
未払消費税等の増減額（△は減少） 13,999                    
その他 50,331                    
小計 975,548                   
利息及び配当金の受取額 13,410                    
利息の支払額 △97,223                  
法人税等の支払額 △38,413                  
営業活動によるキャッシュ・フロー 853,321                   

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入 46,590                    
有形固定資産の取得による支出 △451,942                 
有形固定資産の除却による支出 △139                     
有形固定資産の売却による収入 11,560                    
無形固定資産の取得による支出 △121,693                 
投資有価証券の取得による支出 △2,676                   
投資有価証券の売却による収入 38                        
貸付けによる支出 △54,857                  
貸付金の回収による収入 17,532                    
定期預金の預入による支出 △6,000                   
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △23,804                  
その他 1,387                     
投資活動によるキャッシュ・フロー △584,005                 

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 8,550,000                 
短期借入金の返済による支出 △7,720,000               
長期借入れによる収入 500,000                   
長期借入金の返済による支出 △864,947                 
自己株式の取得による支出 △99                      
自己株式の売却による収入 9                         
配当金の支払額 △211,156                 
その他 △11,380                  
財務活動によるキャッシュ・フロー 242,426                   

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 511,741                   
現金及び現金同等物の期首残高 397,453                   
現金及び現金同等物の四半期末残高 909,195                   
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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) 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」
(要約)前四半期連結損益計算書

(単位：千円)
前第三四半期連結累計期間

科   目 (自　平成19年４月１日
  至　平成19年12月31日)

金  額

Ⅰ 売上高 17,653,799                   
Ⅱ 売上原価 14,110,733                   

売上総利益 3,543,065                    
Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,586,994                    

営業利益 △43,928                     
Ⅳ 営業外収益 461,506                      
Ⅴ 営業外費用 143,103                      

経常利益 274,474                      
Ⅵ 特別利益 120,766                      
Ⅶ 特別損失 116,017                      

税金等調整前四半期(当期)純利益 279,224                      
法人税､住民税及び事業税 29,287                       
法人税等調整額 △29,121                     
少数株主利益 -                            
四半期純利益 279,059                      
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(要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

 
前第三四半期連結累計期間

科   目 (自　平成19年４月１日
  至　平成19年12月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 279,224                   
減価償却費 811,582                   
株式報酬費用 37,210                    
負ののれん償却額 △269,081                 
持分法による投資損失 9,143                     
貸倒引当金の増減額（減少：△） △67,384                  
賞与引当金の増減額（減少：△） △167,321                 
役員賞与引当金の増減額（減少：△） 21,497                    
退職給付引当金の増減額（減少：△） △26,159                  
受取利息及び受取配当金 △24,363                  
支払利息 90,389                    
投資有価証券売却益 △44,000                  
投資有価証券売却損 586                       
固定資産売却益 51,817                    
固定資産売却損 △80                      
固定資産除却損 54,324                    
災害保険金 △9,289                   
災害損失 9,289                     
売上債権の増減額（増加：△） 371,784                   
たな卸資産の増減額（増加：△） △461,435                 
仕入債務の増減額（減少：△） 53,256                    
未払消費税等の増減額（減少：△） 25,457                    
その他の増減額 △177,760                 
小計 568,686                   
利息及び配当金の受取額 24,679                    
利息の支払額 △80,083                  
法人税等の支払額 △161,963                 
営業活動によるキャッシュ･フロー 351,318                   

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入 11,454                    
有形固定資産の取得による支出 △723,782                 
有形固定資産の売却による収入 184,714                   
無形固定資産の取得による支出 △19,442                  
無形固定資産の売却による収入 56,620                    
投資有価証券の取得による支出 △27,231                  
投資有価証券の売却による収入 474,963                   
子会社株式の取得による支出 △90,000                  
貸付けによる支出 △2,000                   
貸付金の回収による収入 1,953                     
投資活動によるキャッシュ･フロー △132,749                 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 6,405,000                 
短期借入金の返済による支出 △5,426,000               
長期借入金の返済による支出 △1,008,801               
社債の償還による支出 △100,000                 
自己株式の取得による支出 △235                     
自己株式の売却による収入 10                        
配当金の支払額 △210,960                 
その他の増減額 △3,754                   
財務活動によるキャッシュ･フロー △344,739                 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △126,169                 
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 816,040                   
Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 689,870                   
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６．その他の情報 
生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

(単位：千円) 

当第３四半期 
自 平成20年10月 1日 
至 平成20年12月31日 

前第３四半期 
自 平成19年10月 1日 
至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成19年 4月 1日 
至 平成20年 3月31日  

金  額 金  額 金  額 

インテリア 1,547,662 1,809,823 7,200,842 

包 材 746,660 726,710 2,800,177 

コンバーティング 96,726 125,668 489,481 

汎 用 品 708,912 821,267 3,121,347 

編 織 869,641 694,713 2,767,891 

そ の 他 64,231 39,018 121,988 

合 計 4,033,835 4,217,201 16,501,728 

(注) １．金額は実際原価によっております。 
２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 
 

(2) 受注状況 
(単位：千円) 

当第３四半期 
自 平成20年10月 1日 
至 平成20年12月31日 

前第３四半期 
自 平成19年10月 1日 
至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成19年 4月 1日 
至 平成20年 3月31日  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

インテリア 1,820,558 2,164 1,951,470 12,411 7,797,512 7,873 

包 材 869,534 475,123 778,023 324,580 2,826,242 332,600 

コンバーティング 189,495 47,387 207,473 102,611 526,824 39,052 

汎 用 品 443,974 233,487 740,583 175,103 3,048,456 202,222 

そ の 他 15,512 ― 6,823 3,200 34,747 ― 

合 計 3,339,076 758,161 3,684,373 617,906 14,233,784 581,749 

(注) １．金額は標準原価によっております。 
２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．編織部門は見込み生産を行っているため該当事項はありません。 
 
 

(3) 販売実績 
(単位：千円) 

当第３四半期 
自 平成20年10月 1日 
至 平成20年12月31日 

前第３四半期 
自 平成19年10月 1日 
至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成19年 4月 1日 
至 平成20年 3月31日  

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

インテリア 2,158,554 41.1 2,237,631 35.2 9,075,463 39.0 

包 材 928,353 17.6 798,312 11.1 2,943,965 12.7 

コンバーティング 287,873 5.5 355,438 4.7 1,331,125 5.7 

汎 用 品 842,331 16.0 971,223 13.8 3,707,685 15.9 

編 織 1,004,732 19.1 1,023,636 35.2 6,150,836 26.5 

そ の 他 34,333 0.7 7,659 0.0 48,789 0.2 

合 計 5,256,178 100.0 5,393,902 100.0 23,257,865 100.0 

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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