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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 2,348 △31.6 △173 ― △154 ― △1,422 ―

21年3月期第1四半期 3,434 ― 282 ― 357 ― 169 ―

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 △53.01 ―

21年3月期第1四半期 6.30 ―

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 29,294 17,778 60.7 662.54
21年3月期 29,188 18,990 65.1 707.66

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,778百万円 21年3月期  18,990百万円

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  有  
 

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 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

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  有  
詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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

5,500 △18.5 △460 ― △500 ― △1,800 ― △67.08

通期 11,300 △10.3 △800 ― △820 ― △2,160 ― △80.50
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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.その他をご覧下さい。 

(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 

上記予想は、本資料の発表日現在における将来の経営環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想
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 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 29,835,758株 21年3月期  29,835,758株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,001,805株 21年3月期  3,000,156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 26,834,917株 21年3月期第1四半期 26,841,713株
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年後半からの急激な景気悪化の影響により、極め

て厳しい状況のまま推移いたしました。 

当社グループの主要取引先であります紙・パルプ業界におきましては、需要の大幅な減退に伴い減産を

継続するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は2,348百万円(前年同期比31.6％減）となりました。

損益の状況につきましては、徹底したコスト削減対策を継続実施いたしましたものの、売上高の大幅な減

少を補うに至らず、連結営業損失は173百万円（前年同期は連結営業利益282百万円）、連結経常損失は

154百万円（前年同期は連結経常利益357百万円）となりました。また、業績見通しの悪化に伴い繰延税金

資産1,262百万円を取崩した影響により法人税等調整額が大幅に増加し、四半期純損失は1,422百万円（前

年同期は四半期純利益169百万円）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す。 

＜抄紙用具関連事業＞ 

当社グループの主力事業であります抄紙用具関連事業につきましては、内需では、紙・板紙の減産に

伴う需要の減退に加え抄紙用具の在庫調整の影響もあり、抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに売上

高は大幅な減少を余儀なくされました。海外では、世界的な景気後退に伴う需要の減退と円高の影響等

により、抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに売上高は大幅に減少いたしました。この結果、当事業

の売上高は2,230百万円となりました。 

＜工業用事業＞ 

工業用事業につきましては、景気後退の影響により国内外とも需要が減退し、売上高は大幅に減少い

たしました。この結果、当事業の売上高は117百万円となりました。 

  

また、所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

＜日本＞ 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに売上高が減少したことにより、売上高は1,730百万円（前年

同期比28.0％減）となりました。 

＜北米＞ 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに販売数量が減少したことに加え、ドル安の影響により、売上

高は207百万円（前年同期比36.2％減）となりました。 

＜欧州＞ 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに販売数量が減少したことに加え、ユーロ安の影響により、売

上高は304百万円（前年同期比40.9％減）となりました。 

＜その他＞ 

中国現地法人の売上高の減少により、売上高は106百万円（前年同期比44.9％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1四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ105百万円増加し、

29,294百万円となりました。これは主として有形固定資産が527百万円、投資有価証券が380百万円それぞ

れ増加した一方、受取手形及び売掛金が786百万円減少したことによるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,317百万円増加し、11,515百万円となりました。これ

は主として繰延税金負債が1,242百万円増加したことによるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,211百万円減少し、17,778百万円となりました。こ

れは主としてその他有価証券評価差額金が256百万円増加した一方、利益剰余金が1,503百万円減少したこ

とによるものです。 

  

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ164百万円減少し、

1,746百万円（前年度末比8.6%減）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以

下のとおりです。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動キャッシュ・フローは、売上債権の減少による収入821百万円を計上したほか、減価償却費

を源泉とした収入などにより、769百万円の収入（前年同期比418百万円の収入増）となりました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動キャッシュ・フローは、主に生産能力増強を目的とする有形固定資産の取得による支出932

百万円などにより、990百万円の支出（前年同期比316百万円の支出増）となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動キャッシュ・フローは、短期借入金の増加115百万円の収入がある一方、配当金の支払67百

万円などの支出があり、15百万円の収入（前年同期比96百万円の収入増）となりました。 

  

  

平成22年3月期第2四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、第1四半期の業績及び今後

の動向等を勘案し、平成21年5月15日に公表した予想数値を修正いたしました。詳細につきましては、本

日付で別途公表いたしました「業績予想の修正及び繰延税金資産の取崩しに関するお知らせ」をご参照下

さい。 

  

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

(2)キャッシュ・フローの状況

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。 

  

当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっています。 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間

按分する方法によっています。 

なお、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います。 

  

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

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

(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
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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 1,746,023 1,910,876

受取手形及び売掛金 3,894,166 4,681,143

商品及び製品 2,629,742 2,570,348

仕掛品 801,173 670,555

原材料及び貯蔵品 341,497 335,238

その他 383,441 475,440

貸倒引当金 △3,524 △63,579

流動資産合計 9,792,520 10,580,023

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,763,357 8,023,374

その他（純額） 7,275,186 7,487,753

有形固定資産合計 16,038,543 15,511,127

無形固定資産 217,559 232,286

投資その他の資産   

投資有価証券 3,150,444 2,770,217

その他 216,478 160,764

貸倒引当金 △120,993 △65,671

投資その他の資産合計 3,245,930 2,865,310

固定資産合計 19,502,033 18,608,724

資産合計 29,294,554 29,188,747

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 584,022 566,613

短期借入金 3,909,254 3,762,390

未払法人税等 49,134 129,128

賞与引当金 173,072 343,436

その他 1,331,720 1,096,336

流動負債合計 6,047,203 5,897,905

固定負債   

長期借入金 1,080,000 1,145,000

退職給付引当金 2,447,381 2,444,110

その他 1,941,310 711,296

固定負債合計 5,468,692 4,300,407

負債合計 11,515,895 10,198,312
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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 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,323,443 2,323,443

利益剰余金 12,488,662 13,992,183

自己株式 △1,060,942 △1,060,533

株主資本合計 17,345,967 18,849,897

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 513,228 257,003

為替換算調整勘定 △80,538 △116,465

評価・換算差額等合計 432,690 140,537

純資産合計 17,778,658 18,990,434

負債純資産合計 29,294,554 29,188,747
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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 3,434,970 2,348,062

売上原価 2,065,404 1,623,573

売上総利益 1,369,565 724,488

販売費及び一般管理費 1,087,187 897,739

営業利益又は営業損失（△） 282,378 △173,251

営業外収益   

受取配当金 59,603 40,897

為替差益 25,776 －

その他 14,398 17,805

営業外収益合計 99,778 58,702

営業外費用   

支払利息 20,371 21,343

為替差損 － 9,501

固定資産除却損 － 8,668

その他 4,277 780

営業外費用合計 24,648 40,294

経常利益又は経常損失（△） 357,508 △154,843

特別損失   

役員退職功労加算金 25,750 －

特別損失合計 25,750 －

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（△）

331,758 △154,843

法人税、住民税及び事業税 231,661 33,995

法人税等調整額 △69,040 1,233,743

法人税等合計 162,620 1,267,739

四半期純利益又は四半期純損失（△） 169,137 △1,422,582
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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（△）

331,758 △154,843

減価償却費 304,688 322,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,382 △4,733

賞与引当金の増減額（△は減少） △202,411 △170,364

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,271 3,271

受取利息及び受取配当金 △63,245 △42,217

支払利息 20,371 21,343

為替差損益（△は益） △6,531 2,352

売上債権の増減額（△は増加） 186,144 821,405

たな卸資産の増減額（△は増加） △197,079 △209,504

仕入債務の増減額（△は減少） △234,183 △8,460

その他 414,037 287,366

小計 496,896 868,401

利息及び配当金の受取額 63,245 42,217

利息の支払額 △18,485 △19,013

法人税等の支払額 △190,832 △122,446

営業活動によるキャッシュ・フロー 350,823 769,159

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 △671,489 △932,814

その他 △2,946 △57,767

投資活動によるキャッシュ・フロー △674,436 △990,581

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） 40,439 115,224

長期借入金の返済による支出 － △30,000

配当金の支払額 △121,099 △67,429

その他 △875 △2,587

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,535 15,206

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,098 41,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △393,049 △164,853

現金及び現金同等物の期首残高 2,006,686 1,910,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,613,636 1,746,023
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該当事項はありません。 

  

 全セグメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める「抄紙用具関連事業」の割合がいずれ

も90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 抄紙用具関連事業…抄紙用フエルト、抄紙用ベルト、スレート用フエルト等 

(2) 工業用関連事業……工業用フエルト、工業用関連仕入品 

  
  

(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】

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)

抄紙用具関連
事業(千円)

工業用関連
事業(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

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

2,230,654 117,408 2,348,062 ― 2,348,062

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 2,230,654 117,408 2,348,062 (―) 2,348,062

営業利益又は 
営業損失(△)

279,300 △ 57,019 222,281 (395,533) △ 173,251
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該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

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)

日本 
(千円)

北米
(千円)

欧州
(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

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

2,402,278 324,345 515,191 193,155 3,434,970 ― 3,434,970

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

677,967 ― ― 19,662 697,629 (697,929) ―

計 3,080,245 324,345 515,191 212,817 4,132,600 (697,629) 3,434,970

営業利益 590,087 4,526 24,919 33,647 653,182 (370,803) 282,378

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)

日本 
(千円)

北米
(千円)

欧州
(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

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

1,730,196 207,002 304,453 106,409 2,348,062 ― 2,348,062

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

540,777 ― ― 26,541 567,319 (567,319) ―

計 2,270,973 207,002 304,453 132,951 2,915,381 (567,319) 2,348,062

営業利益又は 
営業損失(△)

210,559 △8,798 △284 18,901 220,377 (393,629) △173,251

【海外売上高】

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)

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 324,345 537,368 529,034 1,390,747

Ⅱ 連結売上高(千円) 3,434,970

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

9.5 15.6 15.4 40.5

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)

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 204,744 311,285 394,653 910,683

Ⅱ 連結売上高(千円) 2,348,062

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

8.7 13.3 16.8 38.8

(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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