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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 7,178 △36.0 △422 ― △371 ― △229 ―

21年3月期第1四半期 11,216 ― 174 ― 184 ― 28 ―

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 △4.04 ―

21年3月期第1四半期 0.50 ―

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 30,363 17,889 58.9 315.29
21年3月期 31,397 17,992 57.2 316.94

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  17,871百万円 21年3月期  17,966百万円

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 ― 2.50 2.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

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

16,500 △28.5 △550 ― △450 ― △250 ― △4.41

通期 40,000 △7.8 700 △28.6 800 △21.7 500 ― 8.82



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） 

（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。 

(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、、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績はこれと異なる可能性が
あります。なお、業績予想に関連する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 60,569,390株 21年3月期  60,569,390株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,886,206株 21年3月期  3,880,826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 56,684,828株 21年3月期第1四半期 56,728,623株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、大幅に悪化した景気の下げ止まり感はあるものの、企業収益の

落ち込みを背景に設備投資は大幅に減少し、また、雇用・所得環境の厳しさから個人消費が弱まるなど、総じて厳し

い状況のうちに推移いたしました。 

 このような情勢のなかで当社グループは、主力商品の製造コスト削減を中心とした合理化と品質の向上、また新技

術の開発と新商品の拡販に取り組み、収益基盤の強化に努めてまいりました。 

 しかしながら、主力の自動車安全部品部門において需要低迷の影響を大きく受けるなどしたため、当第１四半期連

結会計期間の売上高は71億78百万円と、前年同期比36.0％の減収となりました。損益面でも、昨年来実施している全

社を挙げた人件費、経費の削減活動に引き続き努めてまいりましたが、３億71百万円の経常損失（前年同期は１億84

百万円の経常利益）、２億29百万円の四半期純損失（前年同期は28百万円の四半期純利益）となりました。 

 以下、事業セグメント別に概況をご報告申しあげます。 

  

防災用繊維製品事業 

（防災部門） 

 自治体の財政縮小による官公需低迷のなか、防災関連商品は底堅い動きを見せましたが、消防用・消火栓用ホース

は、昨年10月に発覚いたしました個別検定受検時における不正行為の影響により売上は激減し、この結果、当部門の

売上は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

  

（パルテム部門） 

 「パルテムＨＬ工法」は、下水道・上水道分野で売上が減少しましたが、ガス・電力分野では売上が増加いたしま

した。また、下水道分野の「パルテムＳＺ工法」、「パルテム・フローリング工法」につきましても、積極的な拡販

活動が功を奏し、売上が増加いたしました。この結果、当部門の売上は前年同期に比べ増加いたしました。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における防災用繊維製品事業の売上は８億86百万円と、前年同期に比べ

23.8％減少いたしました。 

  

産業用繊維製品事業 

（産業資材部門） 

 ロープは、陸上用・船舶用とも需要の急減により売上が減少いたしました。また、「タイトナー」も自動車輸出量

の減少による影響を受け、売上が減少したほか、ゴム工業資材用広巾織物の売上も減少いたしました。この結果、当

部門の売上は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

  

（自動車安全部品部門） 

 自動車販売台数の落ち込みには歯止めがかかりつつありますが、自動車生産台数が低い水準で推移したため、シー

トベルト、エアバッグ、自動車関連用品（内装品その他）とも売上が減少いたしました。この結果、当部門の売上は

前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

  

（ジオ部門） 

 緊急排水ホースは堅調に推移し、売上が増加しましたが、土木建築用特殊織物の売上は減少いたしました。この結

果、当部門の売上は前年同期に比べ減少いたしました。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における産業用繊維製品事業の売上は62億76百万円と、前年同期に比べ

37.5％減少いたしました。  

  

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は303億63百万円であり、前連結会計年度末に比べ10億34百万円減少いたし

ました。これは、受取手形及び売掛金の減少10億72百万円などが影響したものです。 

 負債総額は124億73百万円であり、前連結会計年度末に比べ9億31百万円減少いたしました。これは、支払手形及び

買掛金の減少8億36百万円などが影響したものです。なお、正味運転資本（流動資産から流動負債を控除した金額）

は70億97百万円で、流動比率は165.7％となっており、財務の健全性は保たれております。 

 純資産は178億89百万円であり、自己資本比率は58.9％と、前連結会計年度末の57.2％からやや上昇しており健全

性は保たれております。  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

  

 平成22年３月期第２四半期連結累計期間・通期の業績予想につきましては、平成21年５月８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。  

    

  

 該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理   

  ①棚卸資産の評価方法 

   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定する方法によっております。  

  

１．重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更   

  有形固定資産 

   当社は、従来、工具については定率法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、定額法に

  変更しております。 

   この変更は、当期に自動車安全部品部門におけるシートベルトの新型リトラクター及び新型バックルの量

  産化に伴う新規金型投資が集中的に発生することを契機として減価償却方法を再検討したところ、工具の大

  部分を占める金型の使用については、毎期平均的に使用されている実態が認められること、及び金型の償却

  費に関する収益と費用の対応関係の観点からは、自動車安全部品の１単位当たりの製品ごとに一定額の減価

  償却費を配賦することで、より合理的な費用配分を行い、期間損益計算をより適正に算定することができる

  と判断したことによります。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が59百万円増加し、営業損失、経常損失及び税

  金等調整前四半期純損失が59百万円それぞれ減少しております。 

  

２．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

   請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

  関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指 

  針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１

  四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の

  確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事

  については工事完成基準を適用しております。 

   これにより、売上高が89百万円、売上総利益が４百万円それぞれ増加し、営業損失、経常損失及び税金等

  調整前四半期純損失が４百万円それぞれ減少しております。 

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 1,755 2,226

受取手形及び売掛金 8,311 9,383

商品及び製品 1,700 1,667

仕掛品 2,513 2,636

原材料及び貯蔵品 1,439 1,218

繰延税金資産 1,552 1,435

その他 630 692

貸倒引当金 △10 △12

流動資産合計 17,892 19,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,508 7,428

減価償却累計額 △4,252 △4,187

建物及び構築物（純額） 3,255 3,240

機械装置及び運搬具 11,630 11,445

減価償却累計額 △9,088 △8,846

機械装置及び運搬具（純額） 2,542 2,599

工具、器具及び備品 9,907 9,778

減価償却累計額 △8,938 △8,869

工具、器具及び備品（純額） 968 908

土地 2,744 2,737

リース資産 17 17

減価償却累計額 △4 △3

リース資産（純額） 13 14

建設仮勘定 130 54

有形固定資産合計 9,654 9,553

無形固定資産 315 298

投資その他の資産   

投資有価証券 1,717 1,461

長期貸付金 28 12

繰延税金資産 595 666

その他 215 209

貸倒引当金 △57 △51

投資その他の資産合計 2,499 2,297

固定資産合計 12,470 12,149

資産合計 30,363 31,397



（単位：百万円）

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 6,214 7,051

短期借入金 450 200

リース債務 8 3

未払金 1,376 1,077

未払法人税等 12 23

未払消費税等 11 5

賞与引当金 98 334

役員賞与引当金 10 0

防災製品補償損失引当金 1,647 2,173

その他の引当金 10 10

その他 955 902

流動負債合計 10,795 11,783

固定負債   

リース債務 28 11

退職給付引当金 1,438 1,413

役員退職慰労引当金 169 154

その他 41 41

固定負債合計 1,678 1,621

負債合計 12,473 13,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,388 8,388

資本剰余金 7,431 7,431

利益剰余金 3,102 3,473

自己株式 △739 △738

株主資本合計 18,182 18,554

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62 △212

為替換算調整勘定 △248 △375

評価・換算差額等合計 △311 △588

少数株主持分 17 26

純資産合計 17,889 17,992

負債純資産合計 30,363 31,397



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 11,216 7,178

売上原価 9,924 6,790

売上総利益 1,292 388

販売費及び一般管理費 1,117 810

営業利益又は営業損失（△） 174 △422

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 12 6

持分法による投資利益 5 7

受取賃貸料 5 5

為替差益 － 19

貸倒引当金戻入額 28 1

受取補償金 － 13

その他 3 4

営業外収益合計 56 58

営業外費用   

支払利息 1 1

賃貸収入原価 6 5

為替差損 29 －

その他 9 1

営業外費用合計 46 8

経常利益又は経常損失（△） 184 △371

特別利益 － －

特別損失   

固定資産処分損 0 －

投資有価証券評価損 3 －

ゴルフ会員権評価損 － 2

貸倒引当金繰入額 － 3

特別損失合計 3 5

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（△）

180 △376

法人税、住民税及び事業税 91 3

法人税等調整額 58 △149

法人税等合計 150 △145

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △2

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28 △229



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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