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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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3四半期 31,665 ― △425 ― △412 ― △482 ―

20年5月期第3四半期 31,508 13.0 365 △59.3 366 △61.8 96 △83.3

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3四半期 △57.19 ―

20年5月期第3四半期 11.46 ―

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3四半期 21,575 11,090 51.4 1,315.02
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3四半期  11,090百万円 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  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  
本日平成２１年４月９日付で、「通期業績予想の修正ならびに役員報酬等の減額に関するお知らせ」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 41,200 △3.5 △850 ― △840 ― △870 ― △103.16
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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、４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、４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。実際の業績等は、業況
の変化等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3四半期 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3四半期  1,824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3四半期 8,433,414株 20年5月期第3四半期 8,432,631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、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、深刻な状況となりました。 

当社グループといたしましては、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。しかしな

がら、事業の主力であります不織布部門における売上高が前年同期を大きく下回り、特に利益面におきましては

大変厳しい結果となりました。 

当第３四半期連結累計期間の売上高は316億65百万円（前年同期比0.5％増）、経常損失は４億12百万円（前

年同期は３億66百万円の経常利益)、四半期純損失は４億82百万円（前年同期は96百万円の四半期純利益）とな

りました。 

 当第３四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における国内市場、海外市場とも市場が急速に縮小し、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激減するなど、半導体関連のマーケットが冷え込んだこ

とから、同市場にクリーンルーム用ワイパーを提供する同分野の売上高は、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多くが採算性の課題に直面しており、消耗資材の削減と購入

価格の見直しが引き続き行われております。その結果、同分野の主力製品である不織布ガーゼなどの売上高は、

前年同期を若干下回りました。 

 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こと、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㈱が営む農業資材の販売は、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に推移し、前年同期を若干上回っており

ます。 

 以上の結果、不織布部門全体の売上高は79億52百万円となり、前年同期比で19.3％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配送の効率化を進め、また自

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、景気悪化によって家庭紙や日用雑貨に対す

る消費者の低価格志向を払拭できず、採算面の課題を抱えております。なお、同部門におきましては平成18年に

家庭紙の販売を行う㈱紙叶を買収し、その後新規に設立したアズフィット㈱に当社の家庭紙・日用雑貨部門を統

合いたしました。以上の結果、家庭紙・日用雑貨部門全体の売上高は225億84百万円となり、前年同期比で

10.3％の増加となりました。 

 ［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需要は減退しており、売上高は９億26百万円となり、前年同期比で

5.6％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１億38百万円となり、前年同期比で

1.3％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、「受取手形及び売掛金」が６億48百万円、「投資有価証券」が７億71百万円減少したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べて19億49百万円減少し、215億75百万円となりました。  

 （負債） 

負債につきましては、「支払手形及び買掛金」が１億79百万円、「繰延税金負債」が２億19百万円減少したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べて８億48百万円減少し、104億85百万円となりました。 

 （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４億50百万円減少したことにより、前連結会計年度

末に比べて11億１百万円減少し、110億90百万円となりました。 

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３四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２億66百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー減少額が２億74百万円、財務活動によ

るキャッシュ・フロー減少額が４億48百万円となり、当第３四半期連結会計期間末の残高は前連結会計年度末に

比べ４億77百万円減少し38億64百万円となりました。 

 当第３四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２億66百万円となりました。収入の主な内訳は、「売上債権の減少額」６億48

百万円、「その他の資産の減少額」２億36百万円であり、支出の主な内訳は、「税金等調整前四半期純損失」３

億77百万円、「その他の負債の減少額」２億31百万円であります。 

 （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２億74百万円となりました。支出の主な内訳は、「有形固定資産の取得による

支出」１億８百万円、「無形固定資産の取得による支出」70百万円であります。 

 （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４億48百万円となりました。支出の主な内訳は、「短期借入金の純減少額」１

億30百万円、「配当金の支払額」１億67百万円であります。 

  

  本日平成21年４月９日付で、「通期業績予想の修正ならびに役員報酬等の減額に関するお知らせ」を公表しており

ます。 

  

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 3,876,512 4,261,195

受取手形及び売掛金 7,935,215 8,583,990

有価証券 101,693 101,391

商品 1,344,265 1,331,398

製品 322,342 314,951

原材料 239,065 251,848

繰延税金資産 67,853 94,326

その他 538,685 660,450

貸倒引当金 △64,065 △94,619

流動資産合計 14,361,568 15,504,933

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,801,967 5,719,157

減価償却累計額 △3,245,452 △3,115,399

建物及び構築物（純額） 2,556,514 2,603,757

機械装置及び運搬具 376,796 367,637

減価償却累計額 △328,512 △321,470

機械装置及び運搬具（純額） 48,283 46,167

土地 1,903,303 1,903,303

建設仮勘定 6,782 －

その他 161,474 145,872

減価償却累計額 △118,696 △112,140

その他（純額） 42,778 33,731

有形固定資産合計 4,557,663 4,586,959

無形固定資産   

のれん 253,892 287,126

その他 89,847 24,033

無形固定資産合計 343,740 311,159

投資その他の資産   

投資有価証券 1,330,477 2,102,208

長期貸付金 36,189 38,956

繰延税金資産 89,542 18,376

その他 1,028,971 1,130,525

貸倒引当金 △172,896 △168,337

投資その他の資産合計 2,312,284 3,121,729

固定資産合計 7,213,688 8,019,849

資産合計 21,575,256 23,524,783
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 5,512,824 5,692,253

短期借入金 1,430,000 1,560,000

1年内返済予定の長期借入金 41,585 79,965

1年内償還予定の社債 537,500 185,000

未払法人税等 52,614 71,155

賞与引当金 115,109 66,012

その他 624,222 833,756

流動負債合計 8,313,856 8,488,144

固定負債   

社債 800,000 1,237,500

長期借入金 940,300 967,797

繰延税金負債 48,406 268,153

退職給付引当金 174,728 168,899

役員退職慰労引当金 168,991 170,460

その他 38,874 32,503

固定負債合計 2,171,301 2,845,314

負債合計 10,485,158 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 8,377,171 9,028,177

自己株式 △2,534 △2,491

株主資本合計 11,071,819 11,722,867

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18,278 468,456

評価・換算差額等合計 18,278 468,456

純資産合計 11,090,097 12,191,323

負債純資産合計 21,575,256 23,524,783
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 31,665,375

売上原価 26,820,207

売上総利益 4,845,167

販売費及び一般管理費 5,270,797

営業損失（△） △425,629

営業外収益  

受取利息 5,418

受取配当金 29,218

仕入割引 25,226

その他 36,263

営業外収益合計 96,128

営業外費用  

支払利息 43,790

売上割引 2,558

為替差損 21,913

持分法による投資損失 5,806

その他 8,489

営業外費用合計 82,559

経常損失（△） △412,061

特別利益  

投資有価証券売却益 16,369

貸倒引当金戻入額 35,170

保険返戻金 443

その他 175

特別利益合計 52,158

特別損失  

固定資産除却損 16,336

投資有価証券評価損 1,495

その他 170

特別損失合計 18,002

税金等調整前四半期純損失（△） △377,905

法人税、住民税及び事業税 67,521

法人税等調整額 36,909

法人税等合計 104,431

四半期純損失（△） △482,336
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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６月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △377,905

減価償却費 172,677

のれん償却額 33,233

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,995

賞与引当金の増減額（△は減少） 49,096

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） 5,829

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,468

受取利息及び受取配当金 △34,637

支払利息 43,790

為替差損益（△は益） 20,109

持分法による投資損益（△は益） 5,806

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 16,336

投資有価証券評価損益（△は益） 1,495

投資有価証券売却損益（△は益） △16,369

売上債権の増減額（△は増加） 648,775

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,475

仕入債務の増減額（△は減少） △179,428

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,337

その他の資産の増減額（△は増加） 236,663

その他の負債の増減額（△は減少） △231,926

その他 △2,720

小計 350,606

利息及び配当金の受取額 34,619

利息の支払額 △35,628

法人税等の支払額 △83,341

営業活動によるキャッシュ・フロー 266,255

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 △108,901

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 △70,612

投資有価証券の取得による支出 △13,206

投資有価証券の売却による収入 36,883

貸付けによる支出 △1,625

貸付金の回収による収入 6,813

定期預金の預入による支出 △92,604

保険金の受取額 7,020

保険積立金の積立による支出 △7,619

長期前払費用の取得による支出 △35,762

その他 5,593

投資活動によるキャッシュ・フロー △274,260
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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） △130,000

長期借入金の返済による支出 △65,876

社債の償還による支出 △85,000

自己株式の取得による支出 △42

配当金の支払額 △167,970

財務活動によるキャッシュ・フロー △448,889

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △477,003

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 3,864,543
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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３四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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等 

（１）（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６月１日 
至 平成20年２月29日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  31,508,688

Ⅱ 売上原価  26,436,488

売上総利益  5,072,199

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,706,216

営業利益  365,982

Ⅳ 営業外収益      

1   受取利息  7,585

2   受取配当金  33,554

3   仕入割引  27,435

4   賃貸料収入  10,077

5  その他  18,709

営業外収益合計  97,363

Ⅴ 営業外費用   

1   支払利息  44,432

2   売上割引  2,713

3   持分法による投資損失  1,858

4   為替差損  31,694

5  その他  15,981

営業外費用合計   96,681

経常利益  366,664

Ⅵ 特別利益  38,018

Ⅶ 特別損失   108,985

税金等調整前四半期純利益  295,697

税金費用  199,070

四半期純利益  96,626

小津産業㈱（7487）　平成21年5月期第3四半期決算短信

-11-



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29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。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29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。  

   

（２）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〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29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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