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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 2,178 △5.6 346 102.2 344 101.2 198 ―
21年3月期第1四半期 2,306 ― 171 ― 171 ― 10 ―

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 25.42 ―
21年3月期第1四半期 1.31 ―

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 7,773 3,873 49.8 495.75
21年3月期 7,973 3,717 46.6 475.79

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,873百万円 21年3月期  3,717百万円

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  
（注）22年3月期（予想）配当金の内訳 普通配当 7円00銭 記念配当 3円00銭 

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 ― 7.00 7.00
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 4,326 △10.7 408 22.1 395 18.2 199 130.6 25.47

通期 9,217 0.0 819 22.5 793 19.6 417 59.2 53.37

－ 1 －



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【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 
１．平成21年５月14日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報お
よび合理的であると判断する一定の前提に基づいており、今後の経済情勢等の変化により、実際の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、４ページをご覧ください。 

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 8,175,280株 21年3月期  8,175,280株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  362,284株 21年3月期  361,804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 7,813,416株 21年3月期第1四半期 8,155,558株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策効果等により一部回復の兆しは

あるものの、企業収益の落ち込みによる設備投資の抑制、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷等、

依然として厳しい状況のまま推移しました。当社関連の家庭紙業界におきましても、生活防衛意識の

高まりによる消費の低迷、海外製品の流入による競争激化等により事業収益を圧迫する厳しい経営環

境で推移しました。 

  こうしたなか、当社グループは満足を得る製品の提供、積極的な営業活動、原価の低減に取組み業

績の向上に努めてまいりましたが、当第１四半期連結累計期間の売上高は、外食産業の低迷、自動車

産業の減産、および販売価格の見直し等により21億78百万円(前年同期比5.6％減)となりました。一

方、利益面につきましては、原燃料価格が低下したことおよび生産効率の向上に努めたこと等により

製造原価の低減を図ることができ、営業利益は３億46百万円(同102.2％増)、経常利益は３億44百万

円(同101.2％増)となりました。四半期純利益は、経常利益の増加および法人税等調整額の減少によ

り１億98百万円(同1,752.8％増)となりました。 

  事業のセグメント別の業績は次のとおりであります。 

不織布関連事業のうちパルプ不織布原反は、クッキングペーパー用途およびオシボリ用途におい

て外食産業の低迷等により売上高は前年同期に比し大幅にマイナスとなりました。また、加工品部

門のクッキングペーパーについても、ＯＥＭ製品の新規販売を開始したことで前年同期並みの販売

数量を確保できたものの、販売価格の見直し等により前年同期に比しマイナスとなりました。化合

繊不織布は新規製品の販売により小規模ながら好調に推移し、その他の不織布は自動車部材用途が

大幅なマイナスとなりました。この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は10億76百万円（前

年同期比13.7％減）、営業利益は２億56百万円（同1.4％減）となりました。 

紙関連事業である衛生用紙は、国内の大人用紙オムツの需要に牽引されたこと、海外における販

売先の開拓活動を展開したこと等により堅調に推移しました。当第１四半期連結累計期間の売上高

は11億１百万円（前年同期比4.0％増）、営業利益は２億60百万円（同312.0％増）となりました。

  

総資産は、前連結会計年度に比べ２億円減少して77億73百万円となりました。これは、売上債権

が74百万円増加した一方、法人税等の支払等により現金及び預金が１億50百万円、主原材料の在庫

圧縮により原材料及び貯蔵品が１億５百万円、減価償却等により有形固定資産が57百万円減少した

こと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ３億56百万円減少して38億99百万円となりました。これは、返済

により短期借入金が１億19百万円、長期借入金が31百万円、納税により未払法人税等が１億30百万

円減少したこと等によるものであります。 

・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

  当期の経営成績

ａ．不織布関連事業

ｂ．紙関連事業

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

ａ．資産

ｂ．負債
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純資産は、配当の支払いがあったものの、当期純利益を確保したこと等により、前連結会計年度

に比べ１億55百万円増加して38億73百万円となりました。この結果、自己資本比率は49.8％となり

ました。 

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(以下「資金」という。)は、前連結会計

年度末より97百万円減少して４億43百万円となりました。 

営業活動により得られた資金は99百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益３億

42百万円、たな卸資産の減少88百万円等により資金を獲得しましたが、売上債権の増加74百万円、

法人税等の支払２億86百万円等により資金を使用したことによるものであります。 

投資活動により調達した資金は12百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出

42百万円等があった一方、定期預金の減少53百万円等があったことによるものであります。 

財務活動により使用した資金は２億９百万円となりました。これは、短期借入金の減少１億20百

万円、長期借入金の返済31百万円、配当金の支払54百万円等があったことによるものであります。

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表いたしました業績予想に変更

はございません。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末における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定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 

  

ｃ．純資産

② 連結キャッシュ・フローの状況

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

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

  棚卸資産の評価方法

(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 961,134 1,111,936

受取手形及び売掛金 2,513,000 2,438,092

商品及び製品 260,484 242,339

仕掛品 1,831 2,069

原材料及び貯蔵品 354,996 460,913

その他 104,818 92,978

貸倒引当金 △3,104 △3,078

流動資産合計 4,193,161 4,345,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,460,454 2,460,104

減価償却累計額 △1,453,964 △1,436,616

建物及び構築物（純額） 1,006,489 1,023,487

機械装置及び運搬具 5,124,672 5,118,601

減価償却累計額 △3,677,283 △3,627,987

機械装置及び運搬具（純額） 1,447,389 1,490,614

その他 880,564 875,288

減価償却累計額 △113,908 △111,621

その他（純額） 766,655 763,666

有形固定資産合計 3,220,534 3,277,769

無形固定資産   

のれん 69,526 73,616

その他 41,502 44,111

無形固定資産合計 111,028 117,728

投資その他の資産   

その他 275,844 260,780

貸倒引当金 △27,538 △27,538

投資その他の資産合計 248,305 233,242

固定資産合計 3,579,869 3,628,739

資産合計 7,773,031 7,973,991
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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 1,186,931 1,215,898

短期借入金 411,237 531,209

未払法人税等 154,765 285,034

賞与引当金 54,543 91,674

役員賞与引当金 10,000 40,000

その他 408,142 393,016

流動負債合計 2,225,621 2,556,834

固定負債   

長期借入金 1,314,485 1,346,244

退職給付引当金 98,508 97,891

その他 261,122 255,452

固定負債合計 1,674,117 1,699,588

負債合計 3,899,738 4,256,422

純資産の部   

株主資本   

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 603,260 603,260

利益剰余金 2,723,858 2,579,925

自己株式 △66,637 △66,499

株主資本合計 3,854,140 3,710,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 19,152 7,222

評価・換算差額等合計 19,152 7,222

純資産合計 3,873,292 3,717,568

負債純資産合計 7,773,031 7,973,991
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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 2,306,155 2,178,093

売上原価 1,831,635 1,508,686

売上総利益 474,519 669,407

販売費及び一般管理費 303,012 322,585

営業利益 171,507 346,821

営業外収益   

受取利息 509 432

受取配当金 3,122 2,820

故紙売却収入 2,304 1,248

その他 2,574 992

営業外収益合計 8,510 5,494

営業外費用   

支払利息 7,370 5,869

その他 1,457 1,940

営業外費用合計 8,827 7,810

経常利益 171,190 344,505

特別損失   

減損損失 2,824 －

投資有価証券評価損 － 1,999

特別損失合計 2,824 1,999

税金等調整前四半期純利益 168,366 342,505

法人税、住民税及び事業税 101,533 159,411

法人税等調整額 50,438 △15,532

法人税等合計 151,971 143,878

少数株主利益 5,674 －

四半期純利益 10,720 198,627
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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 168,366 342,505

減価償却費 67,877 73,024

減損損失 2,824 －

のれん償却額 － 4,089

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55 26

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,893 △37,131

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500 △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,526 617

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △187,717 －

受取利息及び受取配当金 △3,632 △3,253

支払利息 7,370 5,869

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,999

売上債権の増減額（△は増加） △155,787 △74,907

たな卸資産の増減額（△は増加） 49,315 88,009

仕入債務の増減額（△は減少） △10,581 △28,966

その他 298,946 42,367

小計 198,058 384,251

利息及び配当金の受取額 3,971 3,675

利息の支払額 △1,732 △2,179

法人税等の支払額 △23,027 △286,717

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,270 99,031

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 △197,395 △199,988

定期預金の払戻による収入 257,001 253,595

有形固定資産の取得による支出 △19,473 △42,022

投資有価証券の取得による支出 － △7,856

投資有価証券の売却による収入 － 9,090

貸付金の回収による収入 750 －

その他 △57 55

投資活動によるキャッシュ・フロー 40,824 12,873

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） △120,000 △120,000

長期借入金の返済による支出 △19,131 △31,731

自己株式の取得による支出 △132 △138

配当金の支払額 △57,159 △54,706

少数株主への配当金の支払額 △20,242 －

その他 － △2,525

財務活動によるキャッシュ・フロー △216,666 △209,101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,429 △97,196

現金及び現金同等物の期首残高 272,421 540,871

現金及び現金同等物の四半期末残高 273,850 443,675
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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) 

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) 

 
(注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の製品 

(1) 不織布関連事業‥‥‥パルプ不織布、化合繊不織布、その他不織布 

(2) 紙関連事業‥‥‥衛生用紙 

  

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 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の製品 

(1) 不織布関連事業‥‥‥パルプ不織布、化合繊不織布、その他不織布 

(2) 紙関連事業‥‥‥衛生用紙 

  

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) 

本邦以外の国または地域に所属する連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はあ

りません。 

  

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) 

本邦以外の国または地域に所属する連結子会社および重要な在外支店がないため、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

【事業の種類別セグメント情報】

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,247,276 1,058,879 2,306,155 ― 2,306,155

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,247,276 1,058,879 2,306,155 ― 2,306,155

営業利益 259,875 63,223 323,098 (151,591) 171,507

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,076,688 1,101,405 2,178,093 ― 2,178,093

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,076,688 1,101,405 2,178,093 ― 2,178,093

営業利益 256,240 260,500 516,741 (169,920) 346,821

【所在地別セグメント情報】
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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) 

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

  

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) 

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

  

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) 

該当事項はありません。 

【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
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当第１四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、製造原価によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間の受注実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

 
(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. その他の情報

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

不
織
布
関
連
事
業

パルプ不織布 原反 290,873 90.3

パルプ不織布 加工品 265,549 95.1

化合繊不織布 110,737 140.7

小計 667,160 98.1

紙
関
連
事
業

衛生用紙 793,421 84.1

合計 1,460,581 90.0

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

不
織
布
関
連
事
業

パルプ不織布 原反 387,884 77.6 84,376 73.4

パルプ不織布 加工品 476,494 95.4 102,830 99.5

化合繊不織布 133,303 161.6 37,708 170.7

その他 60,831 41.2 ― ―

小計 1,058,513 86.1 224,915 93.5

紙
関
連
事
業

衛生用紙 1,123,008 104.4 199,895 103.7

その他 1,476 82.8 ― ―

小計 1,124,485 104.4 199,895 103.7

合計 2,182,999 94.6 424,811 98.1
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当第１四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  
  
  

  

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

不
織
布
関
連
事
業

パルプ不織布 原反 401,590 78.2

パルプ不織布 加工品 486,154 96.0

化合繊不織布 128,112 160.5

その他 60,831 41.2

小計 1,076,688 86.3

紙
関
連
事
業

衛生用紙 1,099,928 104.1

その他 1,476 82.8

小計 1,101,405 104.0

合計 2,178,093 94.4

相手先
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

花王株式会社 338,785 14.7 392,711 18.0

ハビックス㈱（3895）　平成22年3月期　第1四半期決算短信

－ 12 －




