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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,332 △29.7 △112 ― △95 ― △60 ―
21年3月期第1四半期 3,317 ― 318 ― 370 ― 229 ―

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

22年3月期第1四半期 △6.70 ―
21年3月期第1四半期 25.59 ―

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

22年3月期第1四半期 20,610 17,560 85.1 1,954.87
21年3月期 20,768 17,634 84.8 1,963.23

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  17,541百万円 21年3月期  17,616百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期 
連結累計期間

4,970 △23.5 △110 ― △96 ― △75 ― △8.35

通期 10,300 △5.8 150 ― 180 63.6 150 ― 16.72
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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、５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） 

(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 
上記の業績予想は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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 

新規 ―社 （ 社名 ） 除外 ―社 （ 社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 9,309,000株 21年3月期 9,309,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 335,648株 21年3月期 335,648株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,973,352株 21年3月期第1四半期 8,973,562株
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 当第１四半期連結会計期間における世界経済を概観しますと、昨年の金融市場の危機的な混乱が実体経済に波及

し、世界的に経済環境の悪化が続いております。米国経済は、住宅投資や設備投資が減少し、景気は後退しておりま

す。欧州経済もこの影響を受け景気は後退しており、アジア経済は、中国では景気は持ち直しつつあるものの、その

他地域では景気は後退しております。一方、我が国経済は、昨年の秋以降に急速に悪化した景気は、企業の在庫調整

が進み輸出や生産に持ち直しの動きがみられるものの、設備投資は減少し雇用情勢も悪化しており、景気は依然とし

て不透明な状況が続いております。 

 このような経済環境の中、当社製品の得意先関連業界の状況でありますが、プリント基板業界は需要減少に対応す

るための工場集約など生産体制の再構築が進められております。一方、自動車部品業界でも、一部のハイブリッド車

など以外は世界的に自動車市場の需要が縮小しております。 

 得意先関連業界のこのような事業環境の下で、当社グループは、海外市場への積極的な展開、国内市場の販売力強

化、研究開発体制の充実、生産・購買部門における徹底したコストダウンを進めてまいりましが、前述のように世界

的な需要低迷の影響により厳しい状況で推移いたしました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は23億３

千２百万円（前年同期29.7%減）、営業損失は１億１千２百万円（前年同期は営業利益３億１千８百万円）、経常損

失は９千５百万円（前年同期は経常利益３億７千万円）、四半期純損失は６千万円（前年同期は四半期純利益２億２

千９百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（スクリーン印刷用資材） 

当社グループの主力製品であるスクリーン印刷用メッシュクロスは、国内において、片面基板生産の減少の影

響、一般印刷業界の低迷などにより厳しい状況であります。海外においても、景気後退の影響を受けて、北米、欧

州、中国を含めたアジアと各地域で売上が減少いたしました。 

以上の結果、当セグメントの売上高は８億７千９百万円（前年同期33.4％減）、営業損失は６千８百万円 

（前年同期は営業利益１億７千５百万円）となりました。 

  

（産業用資材） 

 産業資材用途としては、防虫網は天候に恵まれたこともあり張替用として売上を伸ばしましたが、その他の濾過

布用、フィルター用、メディカル用など各用途とも減少いたしました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は７億２千８百万円（前年同期24.2％減）、営業損失は２千８百万円 

（前年同期は営業利益６千９百万円）となりました。 

  

（化成品） 

自動車用フィルターは、主力のインジェクター用及びＡＢＳ用他各フィルターとも売上は減少し、家電用フィル

ターについても、洗濯機用、浄水器用、エアコン用フィルター他全般的に減少いたしました。 

 以上の結果、当セグメントの売上高は６億５千２百万円（前年同期30.9％減）、営業損失は２千４百万円 

（前年同期は営業利益６千２百万円）となりました。 

  

（その他） 

その他については、入替用の養殖用生簀（いけす）金網の販売不振により、売上高は７千２百万円 

（前年同期20.6％減）、営業利益は９百万円（前年同期14.1％減）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
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 当第１四半期末の総資産は、206億１千万円となり前連結会計年度末に比べ１億５千７百万円減少いたしました。

流動資産は119億２千２百万円となり、５千９百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減少７千９百

万円、受取手形及び売掛金の増加１億５千７百万円、商品及び製品の減少７千５百万円であります。固定資産は86億

８千８百万円となり９千８百万円減少いたしました。有形固定資産は、77億６千８百万円となり１億４千１百万円減

少、無形固定資産は、３億７千２百万円となり４千８百万円増加、投資その他の資産は５億４千７百万円となり５百

万円減少いたしました。 

 当第１四半期末の負債合計は30億５千万円となり、前連結会計年度末に比べ８千３百万円減少いたしました。流動

負債は11億４千１百万円となり、１億６千８百万円減少いたしました。主な要因は、未払法人税等の増加１千９百万

円であります。固定負債は８千４百万円増加いたしました。主な要因は、退職給付引当金の増加等であります。 

 当第１四半期末の純資産の部は前連結会計年度末に比べ７千４百万円減少いたしました。主な要因は、当四半期純

損失６千万円の計上、配当金８千９百万円の支払、為替換算調整勘定の増加６千７百万円であります。この結果、自

己資本比率は、前連結会計年度末の84.8%から85.1%と0.3%増加いたしました。 

  

 キャッシュフローの状況 

 当第１四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、営業活動の結果、税金等

調整前四半期純損失が９千４百万円となり、又投資活動の結果、１億３千万円の資金を使用したこと等により前連結

会計年度末に比べ７千９百万円減少し、当第１四半期末は、40億５千１百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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、１億３千４百万円となりました。これは主に、減価償却費とたな卸資産の減少等

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） 

 投資活動の結果使用した資金は、１億３千万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであ

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、１億２百万円となりました。これは主に、配当金の支払等によるものでありま

す。 

  

 平成21年４月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

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。  

  

  

 簡易な会計処理  

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率等は多額の貸倒等の発生がない限り前期連結会計年度末と同等とみなしております。 

 特有の会計処理 

 ・税金費用の計算 

 税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務 

諸表等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算して 

おります。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

   

① 会計処理基準に関する事項の変更 

  該当事項はありません。 

  

② ①以外の変更 

  該当事項はありません。 

  

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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,051,494 4,130,677 

受取手形及び売掛金 2,614,271 2,456,839 

商品及び製品 2,964,405 3,040,146 

仕掛品 533,884 585,431 

原材料及び貯蔵品 1,014,939 987,949 

その他 743,024 780,449 

流動資産合計 11,922,020 11,981,493 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,124,164 3,136,024 

機械装置及び運搬具（純額） 2,348,743 2,425,137 

その他（純額） 2,295,686 2,348,526 

有形固定資産合計 7,768,594 7,909,688 

無形固定資産   

のれん 36,210 38,624 

その他 336,529 286,048 

無形固定資産合計 372,739 324,673 

投資その他の資産   

その他 547,510 552,907 

投資その他の資産合計 547,510 552,907 

固定資産合計 8,688,844 8,787,269 

資産合計 20,610,864 20,768,762 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 516,772 606,357 

未払法人税等 79,039 59,295 

その他 545,317 644,130 

流動負債合計 1,141,129 1,309,782 

固定負債   

退職給付引当金 1,546,949 1,511,387 

引当金 10,664 32,814 

その他 352,050 280,471 

固定負債合計 1,909,664 1,824,672 

負債合計 3,050,794 3,134,455 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,992,000 1,992,000 

資本剰余金 2,079,627 2,079,627 

利益剰余金 14,652,929 14,802,804 

自己株式 △467,230 △467,230 

株主資本合計 18,257,326 18,407,201 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,722 5,496 

為替換算調整勘定 △728,309 △795,903 

評価・換算差額等合計 △715,586 △790,406 

少数株主持分 18,330 17,512 

純資産合計 17,560,070 17,634,306 

負債純資産合計 20,610,864 20,768,762 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,317,463 2,332,589 

売上原価 2,282,015 1,753,436 

売上総利益 1,035,447 579,153 

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 79,556 57,377 

給与及び報酬 211,011 200,228 

退職給付引当金繰入額 16,534 16,340 

減価償却費 14,789 24,314 

その他 395,405 393,371 

販売費及び一般管理費合計 717,297 691,631 

営業利益又は営業損失（△） 318,150 △112,478 

営業外収益   

受取利息 3,953 10,014 

受取配当金 2,838 2,079 

受取賃貸料 2,361 2,658 

持分法による投資利益 1,877 － 

為替差益 42,602 2,961 

その他 2,936 1,447 

営業外収益合計 56,570 19,162 

営業外費用   

支払利息 4,126 1,339 

持分法による投資損失 － 628 

その他 269 696 

営業外費用合計 4,396 2,664 

経常利益又は経常損失（△） 370,324 △95,980 

特別利益   

区画整理に伴う収入 2,378 2,378 

特別利益合計 2,378 2,378 

特別損失   

固定資産処分損 411 635 

特別損失合計 411 635 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

372,291 △94,238 

法人税等 141,207 △34,113 

少数株主利益 1,487 17 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 229,596 △60,141 
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 372,291 △94,238 

減価償却費 229,578 278,664 

のれん及び負ののれん償却額 2,158 2,414 

持分法による投資損益（△は益） △1,877 628 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,532 35,562 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,250 － 

修繕引当金の増減額（△は減少） 627 △2,000 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △154 

受取利息及び受取配当金 △6,791 △12,094 

支払利息 4,126 1,339 

為替差損益（△は益） － 194 

有形固定資産処分損益（△は益） 411 635 

売上債権の増減額（△は増加） 1,776 △155,319 

たな卸資産の増減額（△は増加） △228,774 138,607 

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 18,645 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △64,219 63,329 

仕入債務の増減額（△は減少） 35,668 △104,770 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,365 19,032 

未払費用の増減額（△は減少） △106,310 △135,418 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 110,734 63,156 

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,765 △125 

小計 362,550 118,090 

利息及び配当金の受取額 6,791 13,355 

利息の支払額 △4,126 △1,339 

法人税等の支払額 △254,736 △4,007 

法人税等の還付額 － 8,603 

営業活動によるキャッシュ・フロー 110,479 134,703 

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 △330,433 △104,755 

無形固定資産の取得による支出 △10,375 △27,787 

長期貸付金の回収による収入 386 104 

その他 △1,682 1,586 

投資活動によるキャッシュ・フロー △342,104 △130,851 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △12,877 

配当金の支払額 △394,836 △89,733 

その他 △826 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △395,662 △102,611 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67,840 19,576 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △695,127 △79,183 

現金及び現金同等物の期首残高 5,861,769 4,130,677 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,166,642 4,051,494 
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 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）  １．事業区分の方法は、製品の種類の類似性を考慮して行っております。 

２．各事業区分の主要製品 

スクリーン印刷用資材 … 印刷用・スクリーン印刷用資材 

産業用資材            … 産業資材用メッシュ 

化成品        … 成形フィルター、金型 

その他        … 養殖用金網 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

スクリー
ン印刷用
資材 
（千円） 

産業用資材 
（千円） 

化成品 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高 1,321,079   960,993 944,457 90,934 3,317,463           － 3,317,463 

営業利益 175,477 69,382 62,626 10,665 318,150            － 318,150 

  

スクリー
ン印刷用
資材 
（千円） 

産業用資材 
（千円） 

化成品 
（千円） 

その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高 879,268 728,568 652,542 72,209 2,332,589        － 2,332,589 

営業利益又は営業損失

(△) 
△68,512 △28,242 △24,888 9,164 △112,478         － △112,478 
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前第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）   １．地域は、地理的近接度により区分しております。 

     ２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

        (1）北 米……米国    (2）その他……アジア  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

 消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売

上高 
2,944,973 269,346 103,144 3,317,463 － 3,317,463 

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
169,361 10,369 153,890 333,620 (333,620) － 

計 3,114,334 279,715 257,034 3,651,083 (333,620) 3,317,463 

営業費用 2,875,714 290,937 172,935 3,339,586 (340,273) 2,999,313 

営業利益又は営業損失

(△) 
238,620 △11,222 84,099 311,497 6,653 318,150 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連  結 
（千円） 

Ⅰ売上高及び営業損益             

売上高             

外部顧客に対する売

上高 
2,180,420 134,478 17,690 2,332,589 － 2,332,589 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
69,501 12,468 105,464 187,434 (187,434) － 

計 2,249,921 146,946 123,155 2,520,023 (187,434) 2,332,589 

営業費用 2,384,375 152,255  98,475 2,635,107 (190,039) 2,445,067 

営業利益又は営業損失

(△) 
△134,453 △5,309 24,679 △115,083 2,605 △112,478 
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          前第１四半期連結会計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）  １．地域は、地理的近接度により区分しております。 

  ２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

      (1）アジア……中国、韓国、台湾等 

      (2）北 米……米国、カナダ 

      (3）その他……ドイツ、英国等 

      ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

  

   

 当第１四半期連結会計期間における剰余金の配当は、以下の通りであります。なお、この他に該当事項はあり

ません。 

（配当金支払額） 

 平成21年６月26日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

 ①配当金の総額      89,733千円 

 ②１株当たり配当額       10円 

 ③基準日      平成21年３月31日 

 ④効力発生日    平成21年６月29日 

 ⑤配当の原資       利益剰余金  

   

〔海外売上高〕

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 485,410 289,248 276,814 1,051,472 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 3,317,463 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める

割合（％） 
14.6 8.7 8.3 31.7 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）   333,888 135,007 161,359 630,254 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 2,332,589 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に   

占める割合（％） 
14.3 5.8 6.9 27.0 

（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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 該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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