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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 7,321 ― 567 ― 561 ― 200 ―
20年3月期第3四半期 6,380 14.7 194 △59.2 214 △51.6 116 △50.2

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 25.00 ―
20年3月期第3四半期 14.34 ―

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 8,651 3,652 42.2 467.37
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3四半期  3,652百万円 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  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 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．平成20年11月６日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。本資料に記載されている業績予想など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。 
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．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3四半期  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3四半期  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3四半期  8,014,290株 20年3月期第3四半期  8,155,860株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米欧発の金融危機による世界的な実体経済の悪

化を背景に、急激な円高による企業収益の悪化や輸出の減少が景気の減速感を強め、先行き不透明な

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、消費の低迷、海外製品の流入による競

争激化等により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３四半期連結累計期間の売上高は73億21百万円(前年同期比14.8％増)、営業利益は５億67

百万円(同192.1％増)、経常利益は５億61百万円(同161.8％増)となりましたが、四半期純利益は、投

資有価証券評価損および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、２億円(同71.3％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ＯＥＭ販売が伸長したこと、

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、

当第３四半期連結累計期間の売上高は40億34百万円、営業利益は８億４百万円となりました。 

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、当第３四半期連結累計期間の売上高は32億86百万円、営業利益は２億28

百万円となりました。 

  

なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ10億39百万円増加して86億51百万円となりました。これは、減

価償却等により有形固定資産が１億16百万円、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62百万円減少した一方、売上の増加および第３四半期連結会計期間末が

金融機関の休日であったことに伴い現金及び預金が２億89百万円、売上債権が10億20百万円増加

し、連結子会社の株式の追加取得に伴いのれんが77百万円増加したこと等によるものであります。

負債は、前連結会計年度に比べ10億80百万円増加して49億98百万円となりました。これは、仕入

の増加および第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日であったことに伴い仕入債務が５億44百

万円増加し、未払法人税等が２億16百万円、未払消費税等が69百万円、設備投資に伴い設備支払手

形が74百万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、利益剰余金が１億43百万円増加した一方、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、前連結会計年度に比べ41百万円減少して36億52百万円となりました。この結果、自己資本比

率は42.2％となりました。 

当第３四半期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３

億11百万円増加して５億84百万円となりました。 

営業活動により得られた資金は５億39百万円となりました。これは、売上債権の増加10億33百万

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５億23百万円、減価償却費２億12百

万円、仕入債務の増加５億44百万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１億95百万円となりました。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、有形固定資産の取得による支出19百万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31百万円となりました。これは、短期借入金の増加１億円および

長期借入によって１億80百万円を調達した一方、長期借入金の返済による支出１億73百万円、自己

株式の取得による支出58百万円、配当金の支払57百万円、少数株主への配当金の支払20百万円等に

より資金を使用したことによるものであります。 

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月６日に公表いたしました業績予想に変更

はございません。 

  
  

 該当事項はありません。 

  

当第３四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 最終改正平成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 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３四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産に

12,023千円、無形固定資産に12,439千円計上されております。また、これによる損益に与える影

響は軽微であります。 
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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：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 1,137,764 847,933

受取手形及び売掛金 3,112,515 2,092,255

商品及び製品 236,882 238,588

仕掛品 2,503 2,815

原材料及び貯蔵品 441,495 490,134

その他 82,035 211,593

貸倒引当金 △3,781 △416

流動資産合計 5,009,415 3,882,903

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,431,229 2,429,545

減価償却累計額 △1,419,062 △1,369,643

建物及び構築物（純額） 1,012,167 1,059,902

機械装置及び運搬具 5,091,084 5,062,920

減価償却累計額 △3,575,691 △3,470,848

機械装置及び運搬具（純額） 1,515,393 1,592,071

その他 876,882 864,177

減価償却累計額 △109,833 △105,332

その他（純額） 767,049 758,844

有形固定資産合計 3,294,609 3,410,818

無形固定資産   

のれん 77,706 －

その他 26,007 16,340

無形固定資産合計 103,714 16,340

投資その他の資産   

その他 271,970 317,300

貸倒引当金 △28,448 △15,280

投資その他の資産合計 243,522 302,020

固定資産合計 3,641,846 3,729,180

資産合計 8,651,262 7,612,083
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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 1,891,491 1,346,961

短期借入金 616,809 480,809

未払法人税等 236,667 20,100

賞与引当金 42,698 74,018

役員賞与引当金 13,500 18,000

設備関係支払手形 94,041 19,617

その他 341,301 230,735

流動負債合計 3,236,509 2,190,242

固定負債   

長期借入金 1,429,518 1,459,054

退職給付引当金 92,406 81,087

役員退職慰労引当金 － 187,717

その他 240,300 －

固定負債合計 1,762,225 1,727,859

負債合計 4,998,735 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 2,518,348 2,375,057

自己株式 △66,208 △7,595

株主資本合計 3,649,059 3,564,382

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,466 22,364

評価・換算差額等合計 3,466 22,364

少数株主持分 － 107,235

純資産合計 3,652,526 3,693,982

負債純資産合計 8,651,262 7,612,083
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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 7,321,457

売上原価 5,809,058

売上総利益 1,512,398

販売費及び一般管理費 944,826

営業利益 567,571

営業外収益  

受取利息 1,659

受取配当金 3,744

故紙売却収入 6,541

還付消費税等 3,848

その他 4,983

営業外収益合計 20,777

営業外費用  

支払利息 22,784

その他 4,373

営業外費用合計 27,157

経常利益 561,192

特別利益  

保険差益 6,398

特別利益合計 6,398

特別損失  

固定資産売却損 15,443

減損損失 2,824

投資有価証券評価損 20,411

その他 5,058

特別損失合計 43,737

税金等調整前四半期純利益 523,853

法人税、住民税及び事業税 255,120

法人税等調整額 57,140

法人税等合計 312,260

少数株主利益 11,211

四半期純利益 200,381
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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 523,853

減価償却費 212,487

のれん償却額 4,089

減損損失 2,824

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,533

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,319

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,319

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 △5,403

支払利息 22,784

有形固定資産売却損益（△は益） 15,443

有形固定資産除却損 5,058

保険差益 △6,398

投資有価証券評価損益（△は益） 20,411

売上債権の増減額（△は増加） △1,033,468

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,034

仕入債務の増減額（△は減少） 544,529

その他 355,860

小計 508,422

利息及び配当金の受取額 5,141

利息の支払額 △17,772

その他の支出 △7,721

法人税等の支払額 △44,021

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 539,407

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 △348,851

定期預金の払戻による収入 370,929

有形固定資産の取得による支出 △19,265

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 △11,000

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 1,750

その他 167

投資活動によるキャッシュ・フロー △195,991

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） 100,000

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 △173,535

自己株式の取得による支出 △58,612

配当金の支払額 △57,054

少数株主への配当金の支払額 △20,242

その他 △2,061

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 311,908

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 584,330
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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) 

 
(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) 

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) 

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) 

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、第３四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３四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３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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

4,034,627 3,286,830 7,321,457 ― 7,321,457

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,034,627 3,286,830 7,321,457 ― 7,321,457

営業利益 804,685 228,362 1,033,047 (465,475) 567,571

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]

前第３四半期に係る財務諸表等

(要約)四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 6,380,078

Ⅱ 売上原価 5,317,070

   売上総利益 1,063,007

Ⅲ 販売費及び一般管理費 868,724

   営業利益 194,283

Ⅳ 営業外収益 44,671

Ⅴ 営業外費用 24,607

   経常利益 214,347

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 15,806

   税金等調整前四半期純利益 198,540

   税金費用 64,577

   少数株主利益 16,967

   四半期純利益 116,994
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当第３四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３四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 1,026,131

パルプ不織布 加工品 921,408

化合繊不織布 286,395

小計 2,233,934

紙
関
連
事
業

衛生用紙 2,834,826

合計 5,068,761

(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 1,580,375 84,004

パルプ不織布 加工品 1,624,980 81,657

化合繊不織布 329,409 39,177

その他 446,495 ―

小計 3,981,262 204,839

紙
関
連
事
業

衛生用紙 3,261,386 154,625

その他 5,760 ―

小計 3,267,147 154,625

合計 7,248,409 359,464
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当第３四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 1,624,765

パルプ不織布 加工品 1,653,710

化合繊不織布 309,655

その他 446,495

小計 4,034,627

紙
関
連
事
業

衛生用紙 3,281,069

その他 5,760

小計 3,286,830

合計 7,321,457

相手先
当第３四半期連結累計期間

金額(千円) 割合(％)

花王株式会社 1,135,615 15.5
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