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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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5月期第1四半期 10,393 △11.3 47 △71.5 64 △67.6 △15 ―

21年5月期第1四半期 11,712 ― 167 ― 199 ― 122 ―

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5月期第1四半期 △1.86 ―

21年5月期第1四半期 14.48 ―

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5月期第1四半期 21,561 11,044 51.2 1,309.67
21年5月期 20,873 10,969 52.6 1,300.75

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  11,044百万円 21年5月期  10,969百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

21,000 △4.0 40 ― 9 ― 20 ― 2.37

通期 43,000 3.6 290 ― 220 ― 140 ― 16.60
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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、4ページの定性的情報・財務諸表等の4．その他の（2）をご参照ください。 

(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 

平成21年7月15日発表の連結業績予想を修正しておりません。本資料に記載している業績予想数値は、当社が現在入手している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、実際の業績等は様々な要因により大きく異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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 8,435,225株 21年5月期  8,435,225株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  2,148株 21年5月期  2,018株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 8,433,100株 21年5月期第1四半期 8,433,421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、世界的な同時不況から若干の持ち直しの傾向を見せているもの

の、景気全体の先行きについては依然として確実性に乏しく、回復の度合いは不透明な状況が続いています。 

 当社グループといたしましては、市場ニーズに迅速に対応した高付加価値商品の提供を推進するべく、不織布部門

および家庭紙・日用雑貨部門を中心に販売拡大に努めました。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は103億93百万円（前年同期比11.3％減）、経常利益は64百万円（前年同期比

67.6％減)、また当第１四半期連結累計期間における「法人税等調整額」を59百万円計上したことから、四半期純損

失は15百万円(前年同期は１億22百万円の四半期純利益）となりました。 

〔不織布部門〕 

 主力の不織布部門は、エレクトロニクス分野においては半導体産業および光学機器メーカーなどに対する販売量の

回復が見られ、国内市場、海外市場ともほぼ想定通りの進捗となりましたが、売上高は前年同期を大きく下回りまし

た。 

 メディカル分野では、ガーゼやマスクなどの衛生材料のほか、介護製品の販売が想定通り進んでおります。しかし

ながら、ユーザーである医療機関における消耗資材の削減と購入価格の見直しが行なわれていることから、全体の売

上高については前年同期を若干下回りました。 

 コンシューマー分野では、塗装用のマスキングなどに使用される産業用のテープ原紙の販売が回復して好調であ

り、売上高は期首の想定以上となりましたが、前年同期には及びませんでした。 

 以上の結果、不織布部門全体の売上高は25億49百万円となり、前年同期比で16.2％の減少となりました。 

〔家庭紙・日用雑貨部門〕 

 子会社のアズフィット㈱が営む家庭紙・日用雑貨部門では、物流拠点の見直しやシステムの統廃合をほぼ完了し、

また営業面におきましては自社ブランドの商品化などを継続して行っております。 

当第１四半期連結累計期間におきましては、家庭紙の市場価格が期首の想定を下回ったこと、また販売量におい

ても目標に達しなかったことなどから、同部門の売上高は75億12百万円となり、前年同期比で9.6％の減少となりま

した。 

〔洋紙・紙製品部門〕 

 洋紙・紙製品部門では、印刷・出版産業における需要の回復が遅れていることや、各種紙製品の販売が振るわなか

ったことなどにより、売上高は２億61百万円となり、前年同期比で11.1％の減少となりました。 

〔和紙部門〕 

 和紙部門は、和紙文化の継承という当社のメセナ（文化貢献）の役割を担う一方、幅広い層の一般消費者および法

人取引先に対して商品とサービスを提供しています。当部門の売上高は47百万円となり、前年同期比で1.8％の減少

となっております。 

  

（１）財政状態の分析  

  （資産） 

資産につきましては、「受取手形及び売掛金」が３億14百万円、「投資有価証券」が２億95百万円増加したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べて６億88百万円増加し、215億61百万円となりました。  

 （負債） 

負債につきましては、「支払手形及び買掛金」が４億６百万円、「繰延税金負債」が１億52百万円増加したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べて６億13百万円増加し、105億17百万円となりました。 

 （純資産） 

純資産につきましては、「その他有価証券評価差額金」が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

て75百万円増加し、110億44百万円となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（２）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、営業活動によるキャッシ

ュ・フロー増加額が３百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー増加額が33百万円、財務活動によるキャッシ

ュ・フロー減少額が81百万円となり、当第１四半期連結会計期間末の残高は前連結会計年度末に比べ52百万円減少

し35億21百万円となりました。 

  当第１四半期連結累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３百万円（前年同期は２億１百万円の獲得）となりました。収入の主な内訳

は、「税金等調整前四半期純利益」１億９百万円、「仕入債務の増加額」４億６百万円であり、支出の主な内訳

は、「売上債権の増加額」３億14百万円、「その他の資産の増加額」１億13百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果得られた資金は33百万円（前年同期は32百万円の使用）となりました。収入の主な内訳は、

「有形固定資産の売却による収入」94百万円であり、支出の主な内訳は、「定期預金の預入による支出」42百万

円であります。   

 （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81百万円（前年同期は３億57百万円の使用）となりました。収入の主な内訳は

「短期借入金の純増加額」50百万円であり、支出の主な内訳は、「配当金の支払額」77百万円、「社債の償還に

よる支出」37百万円であります。  

  

当連結会計年度の業績予想につきましては、平成21年７月15日公表の数値から変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 一般債権の貸倒見積高については、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して算定しております。

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

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
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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８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,886,449 3,895,366 

受取手形及び売掛金 7,527,824 7,212,885 

有価証券 101,795 101,753 

商品及び製品 1,575,730 1,505,593 

原材料 231,388 218,567 

繰延税金資産 49,816 72,413 

その他 1,029,974 453,576 

貸倒引当金 △45,279 △44,521 

流動資産合計 14,357,700 13,415,634 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,877,223 5,787,705 

減価償却累計額 △2,906,864 △3,275,445 

建物及び構築物（純額） 1,970,359 2,512,260 

機械装置及び運搬具 378,128 381,919 

減価償却累計額 △331,630 △331,942 

機械装置及び運搬具（純額） 46,497 49,977 

土地 1,902,166 1,903,303 

リース資産 3,450 3,450 

減価償却累計額 △230 △57 

リース資産（純額） 3,220 3,392 

その他 151,073 157,265 

減価償却累計額 △111,634 △117,342 

その他（純額） 39,438 39,923 

有形固定資産合計 3,961,681 4,508,857 

無形固定資産   

のれん 231,736 242,814 

リース資産 89,022 94,859 

その他 106,966 104,313 

無形固定資産合計 427,724 441,987 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,848,285 1,553,137 

長期貸付金 34,837 35,689 

繰延税金資産 19,994 24,931 

その他 1,085,774 1,066,669 

貸倒引当金 △174,199 △173,598 

投資その他の資産合計 2,814,691 2,506,829 

固定資産合計 7,204,098 7,457,674 

資産合計 21,561,798 20,873,308 
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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８月31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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,242,799 4,835,885 

短期借入金 1,250,000 1,200,000 

1年内返済予定の長期借入金 33,245 35,748 

1年内償還予定の社債 400,000 437,500 

リース債務 23,649 23,489 

未払法人税等 79,675 52,751 

賞与引当金 102,743 47,600 

役員賞与引当金 － 3,000 

その他 648,479 671,125 

流動負債合計 7,780,593 7,307,101 

固定負債   

社債 1,100,000 1,100,000 

長期借入金 926,576 935,105 

リース債務 69,961 75,783 

繰延税金負債 256,768 104,369 

退職給付引当金 176,631 174,322 

役員退職慰労引当金 168,926 172,774 

その他 37,782 34,361 

固定負債合計 2,736,647 2,596,717 

負債合計 10,517,240 9,903,818 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,322,214 1,322,214 

資本剰余金 1,374,967 1,374,967 

利益剰余金 8,020,314 8,120,327 

自己株式 △2,886 △2,733 

株主資本合計 10,714,610 10,814,775 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 329,946 154,713 

評価・換算差額等合計 329,946 154,713 

純資産合計 11,044,557 10,969,489 

負債純資産合計 21,561,798 20,873,308 
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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６月１日 

 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 11,712,762 10,393,409 

売上原価 9,786,504 8,802,909 

売上総利益 1,926,258 1,590,499 

販売費及び一般管理費 1,758,808 1,542,822 

営業利益 167,449 47,677 

営業外収益   

受取利息 1,193 959 

受取配当金 18,608 27,942 

仕入割引 7,984 5,927 

為替差益 4,957 － 

その他 22,486 12,310 

営業外収益合計 55,230 47,140 

営業外費用   

支払利息 14,557 13,663 

売上割引 915 835 

為替差損 － 8,799 

持分法による投資損失 1,930 4,516 

その他 6,068 2,393 

営業外費用合計 23,472 30,208 

経常利益 199,207 64,608 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 16,299 1,457 

保険返戻金 443 － 

固定資産売却益 － 83,863 

その他 593 1,262 

特別利益合計 17,335 86,583 

特別損失   

固定資産売却損 － 6,535 

固定資産除却損 4,731 34,949 

その他 0 － 

特別損失合計 4,731 41,485 

税金等調整前四半期純利益 211,811 109,707 

法人税、住民税及び事業税 49,794 65,506 

法人税等調整額 39,861 59,880 

法人税等合計 89,655 125,387 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 122,155 △15,680 
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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６月１日 

 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31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 211,811 109,707 

減価償却費 51,882 65,217 

のれん償却額 11,077 11,077 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,713 1,359 

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,378 55,143 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 △3,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,430 2,308 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,950 △3,848 

受取利息及び受取配当金 △19,802 △28,902 

支払利息 14,557 13,663 

為替差損益（△は益） △5,519 7,753 

持分法による投資損益（△は益） 1,930 4,516 

保険返戻金 △443 － 

固定資産売却損益（△は益） － △77,327 

固定資産除却損 4,731 34,949 

売上債権の増減額（△は増加） △416,940 △314,939 

たな卸資産の増減額（△は増加） △145,476 △82,958 

仕入債務の増減額（△は減少） 674,518 406,913 

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,505 28,702 

その他の資産の増減額（△は増加） △72,164 △113,023 

その他の負債の増減額（△は減少） △75,815 △85,684 

その他 △3,369 △1,405 

小計 245,627 30,225 

利息及び配当金の受取額 19,796 28,887 

利息の支払額 △11,326 △11,672 

法人税等の支払額 △52,716 △44,038 

営業活動によるキャッシュ・フロー 201,382 3,402 

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 △42,140 △5,845 

有形固定資産の売却による収入 － 94,400 

無形固定資産の取得による支出 － △8,342 

投資有価証券の取得による支出 △5,060 △4,380 

投資有価証券の売却による収入 240 － 

関係会社の整理による収入 5,593 － 

貸付けによる支出 △1,625 － 

貸付金の回収による収入 3,922 1,734 

定期預金の預入による支出 － △42,250 

保険積立金の払戻による収入 7,020 － 

長期前払費用の取得による支出 － △210 

その他 △414 △1,600 

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,463 33,506 
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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６月１日 

 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

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） △150,000 50,000 

長期借入金の返済による支出 △29,899 △11,032 

社債の償還による支出 △22,500 △37,500 

自己株式の取得による支出 △15 △152 

配当金の支払額 △154,708 △77,364 

リース債務の返済による支出 － △5,834 

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,123 △81,883 

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,519 △7,753 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △182,684 △52,727 

現金及び現金同等物の期首残高 4,341,547 3,574,633 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,158,863 3,521,905 
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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６月１日 至 平成20年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）  

 紙・不織布事業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６月１日 至 平成20年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31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６月１日 至 平成20年８月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

 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〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔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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