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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 2,445 △25.9 56 △82.9 103 △76.9 29 △87.3
21年3月期第1四半期 3,299 ― 330 ― 450 ― 230 ―

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 1.48 ―
21年3月期第1四半期 11.35 ―

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 20,403 13,299 63.7 655.31
21年3月期 20,930 13,068 61.1 644.17

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,003百万円 21年3月期  12,782百万円

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  
平成22年3月期の配当予想につきまし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

21年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

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  有   

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

4,950 △26.4 110 △83.6 130 △83.6 40 △90.8 2.02

通期 10,300 △17.7 330 △57.5 330 △64.0 140 △77.2 7.06
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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、【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） 

（注）詳細は、【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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年５月15日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を本資料にて修正しております。なお、当該予想数値の修正
につきましては、第２四半期累計期間及び通期の個別業績予想の修正を含め、本日(平成21年７月30日)「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表して
おりますのでご参照ください。 
２．上記の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大きく異なる結果
となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 20,842,459株 21年3月期  23,342,459株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  999,814株 21年3月期  3,499,776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 19,842,673株 21年3月期第1四半期 20,335,759株
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 当第１四半期におけるわが国の経済は、一部には底入れの兆しが見られるものの、企業収益及び個人消費を始めと

する民間需要の落ち込み等、厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループの主要な得意先であります紙・パルプ産業は、需要が停滞するなか、設備の廃棄及び休転による生産

調整を実施するなど、極めて厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況におきまして、当社グループは中期経営計画に基づき、新製品の開発、アジア市場への拡販など積

極的な営業活動と技術サービスの向上に努めてまいりましたが、需要停滞の影響を大きく受け、売上高は2,445百万

円（前年同期比25.9％減）となりました。 

 しかしながら、一層のコストダウンと生産性向上等に取り組んでまいりました結果、四半期純利益は29百万円（前

年同期比87.3％減）となりました。 

  

  

（1） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ526百万円減少しております。これは、現金及び預金が496百万

円、受取手形及び売掛金が633百万円減少し、投資有価証券が538百万円増加したことなどによるものです。 

 負債は前連結会計年度末に比べ758百万円減少しております。これは、支払手形及び買掛金が251百万円、短期借入

金が616百万円、未払法人税等が139百万円減少し、繰延税金負債が249百万円増加したことなどによるものです。  

 純資産は前連結会計年度末に比べ231百万円増加しております。これは、その他有価証券評価差額金が増加したこ

となどによるものです。 

  

 なお、当第1四半期末の自己資本比率は63.7％となり、前連結会計年度末に比べ2.6ポイント上昇しました。 

   

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ488百万円減少し1,854百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     当第1四半期において営業活動の結果得られた資金は359百万円（前年同期は203百万円の収入）となりました。

これは、税金等調整前四半期純利益が63百万円、売上債権の減少が641百万円となった一方、法人税等の支払が

138百万円、仕入債務の減少が251百万円となったことなどによるものです。 

   

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

         投資活動によるキャッシュ・フローは、21百万円の支出（前年同期は118百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出が37百万円あったことなどによるものです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

        財務活動によるキャッシュ・フローは、827百万円の支出（前年同期は176百万円の支出）となりました。これ

は、短期借入金の純減少が622百万円、配当金の支払が178百万円あったことなどによるものです。 

  

  

  業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表いたしました業績予想を修正しております。 

  なお、詳細につきましては、別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

該当事項はありません。 

  

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

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）
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①法人税の納付税額の算出に当たり加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する簡便な処理によって計算

しております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末の検討に使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用しております。  

②固定資産の減価償却の算定方法について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定する方法によっております。  

  

  当社は、平成21年６月26日開催の株主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制度を廃止し、本総会ま

での在任期間に対応する退職慰労金を打切り支給することを決議致しました。当社は、役員の退職慰労金支給に

備えるため、当社の基準に基づく期末要支給額の全額を引当て計上しており、また、退職慰労金の打切り支給の

時期が各役員それぞれの退任時に予定されていることから、本総会日までの役員退職慰労引当金を未払金に振り

替えており、当第１四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表において「固定負債」[長期未払金」に

178,600千円含んでおります。 

 なお、国内連結子会社２社については、引き続き役員退職慰労金制度を継続しております。        

  

（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 2,310,304 2,806,914

受取手形及び売掛金 4,502,314 5,135,790

リース投資資産 14,196 14,055

有価証券 2,350 2,252

商品及び製品 1,121,205 1,131,493

仕掛品 1,080,251 1,037,441

原材料及び貯蔵品 549,950 605,796

繰延税金資産 261,395 269,645

その他 110,436 47,391

貸倒引当金 △45,098 △46,059

流動資産合計 9,907,306 11,004,720

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,350,385 1,370,363

機械装置及び運搬具（純額） 2,310,884 2,421,413

工具、器具及び備品（純額） 157,721 168,600

土地 859,388 858,331

リース資産（純額） 230,261 54,941

建設仮勘定 22,980 8,933

有形固定資産合計 4,931,622 4,882,584

無形固定資産   

ソフトウエア 28,851 31,344

リース資産 60,818 65,533

その他 7,404 7,404

無形固定資産合計 97,073 104,281

投資その他の資産   

投資有価証券 4,824,821 4,286,209

長期貸付金 1,048 642

繰延税金資産 76,223 75,331

リース投資資産 297,482 301,085

その他 311,083 319,340

貸倒引当金 △43,393 △44,163

投資その他の資産合計 5,467,265 4,938,446

固定資産合計 10,495,961 9,925,312

資産合計 20,403,267 20,930,032
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 563,725 814,744

短期借入金 3,094,000 3,710,080

リース債務 100,743 47,117

未払法人税等 6,277 146,249

役員賞与引当金 8,117 31,422

その他 1,338,761 1,434,832

流動負債合計 5,111,625 6,184,445

固定負債   

リース債務 190,336 73,357

長期未払金 197,446 20,579

繰延税金負債 346,249 97,035

退職給付引当金 1,051,701 1,033,434

役員退職慰労引当金 3,301 241,700

受入保証金 202,870 211,371

固定負債合計 1,991,906 1,677,477

負債合計 7,103,532 7,861,923

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,435,425 2,435,425

資本剰余金 1,487,838 1,487,838

利益剰余金 9,094,595 10,677,614

自己株式 △573,386 △2,007,116

株主資本合計 12,444,473 12,593,762

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,006,053 662,595

為替換算調整勘定 △447,391 △474,324

評価・換算差額等合計 558,662 188,271

少数株主持分 296,600 286,075

純資産合計 13,299,735 13,068,108

負債純資産合計 20,403,267 20,930,032
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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 3,299,520 2,445,203

売上原価 2,205,146 1,708,574

売上総利益 1,094,373 736,629

販売費及び一般管理費   

役員報酬 57,767 52,291

給料手当及び賞与 297,775 239,758

貸倒引当金繰入額 10,033 －

退職給付費用 9,019 29,462

役員退職慰労引当金繰入額 10,551 8,701

役員賞与引当金繰入額 8,750 8,117

その他 369,546 341,833

販売費及び一般管理費合計 763,444 680,164

営業利益 330,929 56,464

営業外収益   

受取利息 3,938 3,604

受取配当金 100,386 68,471

受取賃貸料 85,352 62,442

助成金収入 － 45,435

その他 20,020 13,935

営業外収益合計 209,698 193,889

営業外費用   

支払利息 14,489 12,190

賃貸費用 24,952 23,609

休業手当 － 82,816

その他 50,635 27,749

営業外費用合計 90,077 146,365

経常利益 450,550 103,989

特別損失   

固定資産除売却損 4,958 144

投資有価証券評価損 35,127 40,450

特別損失合計 40,086 40,595

税金等調整前四半期純利益 410,464 63,393

法人税、住民税及び事業税 56,939 3,936

法人税等調整額 129,328 26,376

法人税等合計 186,267 30,313

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,644 3,769

四半期純利益 230,840 29,310
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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 410,464 63,393

減価償却費 287,308 228,942

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,414 △1,827

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27,997 △23,303

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,446 8,019

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,548 △238,398

受取利息及び受取配当金 △104,325 △72,075

支払利息 14,489 12,190

固定資産除売却損益（△は益） 3,428 68

売上債権の増減額（△は増加） 29,971 641,497

たな卸資産の増減額（△は増加） △236,758 34,889

仕入債務の増減額（△は減少） 129,246 △251,181

その他 △214,347 27,273

小計 283,897 429,488

利息及び配当金の受取額 111,206 73,995

利息の支払額 △7,269 △5,190

法人税等の支払額 △184,796 △138,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,037 359,670

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 △29,000 △4,000

定期預金の払戻による収入 12,000 12,000

有形固定資産の取得による支出 △117,435 △37,785

その他 16,358 8,030

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,076 △21,754

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 33,400 △622,000

自己株式の取得による支出 － △15

配当金の支払額 △183,021 △178,584

その他 △26,599 △26,971

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,220 △827,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,250 1,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,510 △488,610

現金及び現金同等物の期首残高 1,208,058 2,342,914

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,113,547 1,854,304
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 該当事項はありません。 

  

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）及び当第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） 

 当社グループは、紙・パルプ用フエルトを中心とした各種工業用フエルトの製造、販売を主事業としている専

門メーカーであり、一セグメント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）及び当第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） 

 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。 

   

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） 

  

       （注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

      ２．各区分に属する主な国又は地域 

        (1）アジア……………台湾・中国・インドネシア・韓国 

        (2）その他の地域……カナダ・アメリカ 

      ３．海外売上高は、当社およ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１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

 （注）１．国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

      ２．各区分に属する主な国又は地域 

        (1）アジア……………台湾・中国・インドネシア・韓国 

        (2）その他の地域……カナダ 

      ３．海外売上高は、当社およ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。 

（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〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 456,472千円 21,656千円 478,129千円 

Ⅱ 連結売上高         3,299,520千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 13.8％ 0.7％ 14.5％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 374,915千円 11,286千円 386,202千円 

Ⅱ 連結売上高         2,445,203千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 15.3％ 0.5％ 15.8％ 
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①自己株式の消却  

 当社は、平成21年５月25日開催の取締役会決議に基づき、平成21年６月３日に自己株式2,500,000株を消却致

しました。これにより資本剰余金が1,433,744千円減少しております。 

  

②利益剰余金から資本剰余金への補てん 

 当第１四半期連結会計期間末において、利益剰余金から資本剰余金に1,433,744千円を補てん致しました。  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

- 8 -


	日本フエルト(株) (3512) 平成22年3月期 第1四半期決算短信: 日本フエルト(株) (3512) 平成22年3月期 第1四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


