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(％表示は対前年同四半期増減率) 

   

   

   

 

   

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

(％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 

  

  

 

 
  (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） 

 
  

  １．平成20年12月19日に公表いたしました連結業績予想のうち通期について本資料において修正しております。 
  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。 
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四半期報告書提出予定日 平成21年２月13日

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）
 (1) 連結経営成績(累計)

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 8,719 △5.5 388 △45.4 382 △48.2 209 △50.1
20年３月期第３四半期 9,230 1.0 712 8.5 739 1.2 419 3.5

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 43 29 ─ ─
20年３月期第３四半期 85 81 ─ ─

 (2) 連結財政状態

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 13,506 9,134 67.6 1,925 15
20年３月期 13,811 9,241 66.9 1,891 74

(参考) 自己資本 20年３月期第３四半期 9,134百万円 20年３月期 9,241百万円

2. 配当の状況

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 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 24 00 24 00

21年３月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ──
21年３月期(予想) ── ── ── 15 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）

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 10,650△11.4 145△81.9 130△83.7 70△83.6 14 55

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）
 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 5,000,000株 20年3月期 5,000,000株
 ② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 255,074株 20年3月期 115,074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 4,831,471株 20年3月期第3四半期 4,886,209株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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）における日本経済は、米国のサ
ブプライムローン問題を発端とする世界的な金融危機を背景に、企業業績、設備投資、輸出の低迷や雇
用の悪化など経済のあらゆる面で景気の後退が深刻化する状況となりました。 
このような状況のもと、当社グループとしましては、引き続きグローバルスタンダードに対応する企
業体質への構造改革を基本として、高品質・高機能の不織布・フェルトの技術開発を推進し、お客さま
満足度を向上させ、企業価値を高めてまいりましたが、原油・原材料価格の高騰、需要減により売上高
など大幅に落ち込みとなりました。 
これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は87億19百万円（前年同期
比94.5％）、営業利益は３億88百万円（前年同期比54.6％）、経常利益は３億82百万円（前年同期比
51.8％）となりました。 
なお、第３四半期純利益につきましては、２億９百万円（前年同期比49.9％）となりました。 

  

（１）資産・負債・純資産に関する分析 
当第３四半期連結累計期間末における財政状態につきましては、総資産が135億６百万円と前連結会
計年度末に比べて３億５百万円の減少となりました。 
資産の部では、流動資産が２億66百万円減少、固定資産が39百万円減少しました。 
負債の部では、流動負債が４億53百万円減少し、固定負債が２億53百万円増加、純資産の部は１億６
百万円減少し、91億34百万円となりました。 
（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下資金）は15億74百万円と前連結会
計年度末と比べ９億31百万円（37.2％）減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、１億43百万円（前年同期比

77.5％減）となりました。 
これは主に、税金等調整前四半期純利益３億69百万円、減価償却費３億75百万円等による増加と、
減少要因としての法人税等の支払２億24百万円、たな卸資産の増加２億16百万円によるものでありま
す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、８億49百万円（前年同期比

35.6％増）となりました。 
これは主に、有形固定資産の取得４億３百万円、定期預金等の預け入れによる支出４億50百万円に
よるもであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、２億14百万円（前年同期比

95.6％増）となりました。 
これは主に、配当金の支払１億16百万円、自己株式の取得による支出が97百万円によるものであり
ます。 

  

通期業績予想につきましては、平成20年12月19日に発表いたしました平成21年３月期通期業績予想を
修正しております。 
詳細につきましては、本日発表しております「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご
参照下さい。  

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

① 原価差異の配賦方法 
予定価格等を適用して生じた原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的

に配賦計算しております  
② 固定資産の減価償却の算定方法 

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出す
る方法によっております。 

③ 棚卸資産の評価方法 
第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸高を省略し、前連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
  

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 重要な資産の評価基準及び評価方法 
ア．たな卸資産 

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）を適用し、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り

下げの方法）に変更しております。これにより、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ14,208千円減少しております。 
イ．リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計
処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6
月17日（企業会計審議会第一部会）平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制
度委員会）平成19年3月30日改正））が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期
連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間から
これらの会計基準等を適用し、通常の売買取引にかかる会計処理によっております。 
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

ウ．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の適用  
「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）を第1四半期連結会計期間から適用しております。 
なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません 

（追加情報） 

減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正を契機として資産の利用状況を見直
しした結果、第１四半期連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく法定耐用年数を用いて減価
償却を計算しております。 
これに伴い、従来の方法によった場合と比較して、当第3四半期連結累計期間の減価償却費は
47,349千円増加し、営業利益は39,575千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ、
39,571千円減少しております。 

  

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)

(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
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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 1,954,791 2,436,642

受取手形及び売掛金 3,911,780 3,858,150

有価証券 469,911 525,924

商品 53,481 37,812

製品 892,790 741,532

原材料 298,792 284,469

仕掛品 218,264 215,183

貯蔵品 123,691 100,147

その他 179,115 165,626

貸倒引当金 △5,506 △1,887

流動資産合計 8,097,113 8,363,602

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,035,640 2,020,029

減価償却累計額 △1,138,969 △1,084,156

建物及び構築物（純額） 896,670 935,873

機械装置及び運搬具 5,266,360 5,109,537

減価償却累計額 △4,132,582 △3,928,971

機械装置及び運搬具（純額） 1,133,778 1,180,566

土地 1,006,582 1,006,582

建設仮勘定 398,362 308,416

その他 220,403 211,592

減価償却累計額 △187,031 △180,598

その他（純額） 33,371 30,994

有形固定資産合計 3,468,765 3,462,432

無形固定資産 5,349 5,577

投資その他の資産

投資有価証券 723,631 806,713

関係会社出資金 184,594 184,594

繰延税金資産 471,378 441,804

その他 588,586 571,564

貸倒引当金 △33,004 △24,310

投資その他の資産合計 1,935,186 1,980,366

固定資産合計 5,409,301 5,448,376

資産合計 13,506,414 13,811,978
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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 2,368,588 2,361,067

短期借入金 350,000 450,000

未払法人税等 2,561 104,126

賞与引当金 84,987 180,682

その他 249,555 413,023

流動負債合計 3,055,693 3,508,900

固定負債

社債 300,000 －

退職給付引当金 816,760 845,646

その他 199,278 216,407

固定負債合計 1,316,039 1,062,054

負債合計 4,371,733 4,570,954

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 6,014,898 5,923,000

自己株式 △166,737 △69,437

株主資本合計 9,164,273 9,169,675

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △12,227 74,160

為替換算調整勘定 △17,363 △2,811

評価・換算差額等合計 △29,591 71,349

純資産合計 9,134,681 9,241,024

負債純資産合計 13,506,414 13,811,978

- 5 -



(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 8,719,736

売上原価 7,029,207

売上総利益 1,690,529

販売費及び一般管理費 1,301,654

営業利益 388,874

営業外収益

受取利息 8,923

受取配当金 8,801

不動産賃貸料 55,801

その他 11,544

営業外収益合計 85,070

営業外費用

支払利息 8,629

売上割引 8,948

不動産賃貸原価 5,651

社債発行費 9,296

為替差損 56,318

その他 2,128

営業外費用合計 90,972

経常利益 382,972

特別利益

固定資産売却益 22

特別利益合計 22

特別損失

固定資産除却損 13,723

特別損失合計 13,723

税金等調整前四半期純利益 369,271

法人税、住民税及び事業税 91,681

法人税等調整額 68,453

法人税等合計 160,135

四半期純利益 209,136
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

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)

売上高 2,850,680

売上原価 2,312,834

売上総利益 537,846

販売費及び一般管理費 440,142

営業利益 97,703

営業外収益

受取利息 2,277

受取配当金 2,146

不動産賃貸料 20,689

その他 1,839

営業外収益合計 26,952

営業外費用

支払利息 3,009

売上割引 2,905

不動産賃貸原価 1,883

為替差損 58,512

その他 38

営業外費用合計 66,350

経常利益 58,305

特別利益

特別利益合計 －

特別損失

特別損失合計 －

税金等調整前四半期純利益 58,305

法人税、住民税及び事業税 △34,440

法人税等調整額 58,729

法人税等合計 24,288

四半期純利益 34,016
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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 369,271

減価償却費 375,526

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,886

長期未払金の増減額（△は減少） △21,272

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,312

受取利息及び受取配当金 △17,724

支払利息 8,629

固定資産除却損 13,723

売上債権の増減額（△は増加） △82,733

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,947

仕入債務の増減額（△は減少） 39,864

その他 △94,320

小計 357,444

利息及び配当金の受取額 17,477

利息の支払額 △6,583

法人税等の支払額 △224,831

営業活動によるキャッシュ・フロー 143,506

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 △450,000

有価証券の償還による収入 55,000

有形固定資産の取得による支出 △403,203

有形固定資産の売却による収入 210

投資有価証券の取得による支出 △54,595

投資有価証券の売却による収入 1,288

貸付金の回収による収入 2,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △849,190

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

社債の発行による収入 300,000

社債の償還による支出 △200,000

自己株式の取得による支出 △97,300

配当金の支払額 △116,838

財務活動によるキャッシュ・フロー △214,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △931,692

現金及び現金同等物の期首残高 2,506,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,574,448
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
当連結グループは、製品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、フェルト及
び不織布を専ら製造販売しているので、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。 
  
【所在地別セグメント情報】 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がい
ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 
  
【海外売上高】 

連結売上高に対し10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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」

（要約）前年同四半期損益計算書

当第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)

区分 金額(千円)

売上高 9,230,219
売上原価 7,272,760
売上総利益 1,957,459
販売費及び一般管理費 1,245,218
営業利益 712,240
営業外収益

　受取利息 10,077
　受取配当金 6,366
　不動産賃貸収入 62,246
　その他 12,652
　営業外収益合計 91,342
営業外費用

　支払利息 8,047
　売上割引 9,596
　その他 46,392
　営業外費用合計 64,037
経常利益 739,545
特別利益

　固定資産売却益 16,441
　特別利益合計 16,441
特別損失

　固定資産売却損 7,712
　固定資産除却損 26,394
　特別損失合計 34,106
税金等調整前四半期純利益 721,879
法人税、住民税及び事業税 255,867
法人税等調整額 46,702
法人税等合計 302,569
四半期純利益 419,309
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（要約）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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30日)

区分 金額(千円)

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 721,879
　減価償却費 290,988
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,479
　未払役員退職慰労金の減少額 △ 1,050
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 16,441
　受取利息及び受取配当金 △ 16,443
　支払利息 8,047
　固定資産売却益 7,712
　固定資産除却損 26,394
　売上債権の増減額（△は増加） △ 194,744
　たな卸資産の増減額（△は増加） 140,743
　その他資産の増減額（△は増加） 2,992
　仕入債務の増減額（△は減少） 83,526
　未払消費税等の増減額（△は減少） △ 42,363
　その他負債の減少額 △ 30,194
　小計 986,527
　利息及び配当金の受取額 14,306
　利息の支払額 △ 7,466
　法人税等の支払額 △ 357,269
　営業活動によるキャッシュ・フロー 636,098
投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の償還による収入 100,000
　有形固定資産の売却による収入 4,692
　有形固定資産の取得による支出 △ 422,748
　投資有価証券の取得による支出 △ 305,400
　貸付金の回収による収入 663
　貸付金の貸付けによる支出 △ 3,000
　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 625,792
財務活動によるキャッシュ・フロー

　自己株式の購入による支出 △ 1,893
　配当金の支払額 △ 107,529
　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 109,423
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 5,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 104,133
現金及び現金同等物の期首残高 2,678,362
現金及び現金同等物の四半期末残高 2,574,229
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