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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 4,413 △8.9 723 116.6 717 114.8 413 379.5
21年3月期第2四半期 4,843 ― 334 ― 334 ― 86 ―

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2四半期 52.96 ―
21年3月期第2四半期 10.64 ―

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2四半期 8,002 4,082 51.0 522.67
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2四半期  4,082百万円 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)平成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
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3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 9,217 0.0 1,119 67.4 1,101 66.0 582 122.2 74.50
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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、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日に発表しました連結業績予想は、平成21年10月28日に開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり変更しております。
２．連結業績予想における「１株当たり当期純利益」は、予想期中平均株式数(7,812,402株)をもとに計算しております。 
３．本資料に記載されている業績予想などの将来に関する記述につきましては、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、今後の経済情勢などの変化により、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、業績予想の前提と
なる過程および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 

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2四半期 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2四半期  363,464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2四半期 7,812,986株 21年3月期第2四半期 8,114,441株
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当第２四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に持ち直しの

動きが続いているものの、企業収益の落ち込みによる設備投資の抑制、雇用・所得の環境悪化による

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、海外製品流入による競争激化等により事業収益が圧迫

され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、外食産業の低迷、自動車産業の減産、および販売価格の値下げ等

により、当第２四半期連結累計期間の売上高は44億13百万円(前年同期比8.9％減)となりました。一

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

製造原価の低減を図ることができ、営業利益は７億23百万円(同116.6％増)、経常利益は７億17百万

円(同114.8％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等に

より４億13百万円（同379.5％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比22.4％減となりました。また、加工品部門のクッキ

ングペーパーについては、ＯＥＭ製品の新規販売を開始しましたが、同じく外食産業の低迷等によ

り前年同期比10.3％減となりました。化合繊不織布は小規模ながら好調に推移し、その他不織布は

自動車部材用途において自動車産業の大幅な減産等により半減となりました。この結果、当第２四

半期連結累計期間の売上高は22億14百万円(前年同期比17.0％減)、営業利益は５億29百万円(同

1.5％増)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２四半期連結累計期間の売上高は

21億98百万円(前年同期比1.0％増)、営業利益は５億33百万円(同397.5％増)となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ28百万円増加して80億２百万円となりました。これは、主原材

料の在庫圧縮により原材料及び貯蔵品が１億65百万円、減価償却等により有形固定資産が63百万

円、のれんの償却等により無形固定資産が13百万円減少した一方、現金及び預金が１億47百万円、

売上債権が１億21百万円増加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３億36百万円減少して39億19百万円となりました。これは、仕入

債務が56百万円、返済により短期借入金が１億23百万円、長期借入金が１億62百万円減少したこと

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、四半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３億65百万円増加して

40億82百万円となりました。この結果、自己資本比率は51.0％となりました。 

当第２四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１億82百万円増加して７億23百万円となりました。 

営業活動により得られた資金は５億59百万円(前年同期比２億４百万円増)となりました。これ

は、売上債権の増加１億21百万円、仕入債務の減少56百万円、法人税等の支払２億86百万円等によ

り資金を使用しましたが、税金等調整前四半期純利益７億12百万円、減価償却費１億48百万円、た

な卸資産の減少１億84百万円等により資金を獲得したことによるものであります。 

投資活動により使用した資金は30百万円(前年同期比１億30百万円減)となりました。これは、定

期預金の減少34百万円等があった一方、有形固定資産の取得による支出61百万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３億45百万円(前年同期比１億53百万円増)となりました。これ

は、短期借入金の減少１億15百万円、長期借入金の返済１億70百万円、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。 

  

今期の見通しにつきましては、第２四半期における業績の進捗状況および今後の原燃料価格の動向

等を想定し、通期業績予想を修正しております。詳細につきましては平成21年10月28日に開示しまし

た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,259,871 1,111,936

受取手形及び売掛金 2,559,536 2,438,092

商品及び製品 223,381 242,339

仕掛品 2,063 2,069

原材料及び貯蔵品 295,419 460,913

その他 101,364 92,978

貸倒引当金 △3,084 △3,078

流動資産合計 4,438,553 4,345,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,495,726 2,460,104

減価償却累計額 △1,471,747 △1,436,616

建物及び構築物（純額） 1,023,978 1,023,487

機械装置及び運搬具 5,153,714 5,118,601

減価償却累計額 △3,728,746 △3,627,987

機械装置及び運搬具（純額） 1,424,968 1,490,614

その他 881,755 875,288

減価償却累計額 △116,466 △111,621

その他（純額） 765,288 763,666

有形固定資産合計 3,214,235 3,277,769

無形固定資産   

のれん 65,436 73,616

その他 38,892 44,111

無形固定資産合計 104,329 117,728

投資その他の資産   

その他 273,161 260,780

貸倒引当金 △27,538 △27,538

投資その他の資産合計 245,622 233,242

固定資産合計 3,564,188 3,628,739

資産合計 8,002,741 7,973,991
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,159,391 1,215,898

短期借入金 407,906 531,209

未払法人税等 316,968 285,034

賞与引当金 116,373 91,674

役員賞与引当金 25,000 40,000

設備関係支払手形 70,101 35,208

その他 282,336 357,808

流動負債合計 2,378,078 2,556,834

固定負債   

長期借入金 1,183,942 1,346,244

退職給付引当金 106,656 97,891

その他 251,073 255,452

固定負債合計 1,541,673 1,699,588

負債合計 3,919,751 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 2,939,026 2,579,925

自己株式 △67,106 △66,499

株主資本合計 4,068,840 3,710,346

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,149 7,222

評価・換算差額等合計 14,149 7,222

純資産合計 4,082,989 3,717,568

負債純資産合計 8,002,741 7,973,991
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,843,978 4,413,807

売上原価 3,900,666 3,041,909

売上総利益 943,311 1,371,897

販売費及び一般管理費 609,170 648,221

営業利益 334,141 723,676

営業外収益   

受取利息 1,145 831

受取配当金 3,122 2,820

故紙売却収入 5,015 4,741

還付消費税等 3,848 －

その他 4,532 2,107

営業外収益合計 17,665 10,500

営業外費用   

支払利息 14,905 11,630

その他 2,713 4,668

営業外費用合計 17,619 16,298

経常利益 334,187 717,878

特別損失   

固定資産売却損 15,443 －

固定資産除却損 4,761 2,940

減損損失 2,824 －

投資有価証券評価損 － 1,999

特別損失合計 23,028 4,940

税金等調整前四半期純利益 311,158 712,937

法人税、住民税及び事業税 160,301 318,192

法人税等調整額 53,340 △19,050

法人税等合計 213,642 299,142

少数株主利益 11,211 －

四半期純利益 86,304 413,795
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 311,158 712,937

減価償却費 139,242 148,156

減損損失 2,824 －

のれん償却額 － 8,179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 6

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,416 24,698

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,947 8,765

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 △4,267 △3,651

支払利息 14,905 11,630

有形固定資産売却損益（△は益） 15,443 －

有形固定資産除却損 4,761 2,940

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） △652,063 △121,443

たな卸資産の増減額（△は増加） 146,598 184,457

仕入債務の増減額（△は減少） 153,910 △56,506

その他 335,126 △53,576

小計 296,268 853,594

利息及び配当金の受取額 4,244 3,836

利息の支払額 △15,212 △11,548

法人税等の支払額 △26,104 △286,745

法人税等の還付額 95,358 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,554 559,137

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 △253,818 △256,523

定期預金の払戻による収入 294,713 291,418

有形固定資産の取得による支出 △12,067 △61,889

有形固定資産の売却による収入 1,160 －

有形固定資産の売却による支出 △7,282 －

有形固定資産の除却による支出 △3,600 －

投資有価証券の取得による支出 △2,000 △13,016

投資有価証券の売却による収入 － 9,090

子会社株式の取得による支出 △180,000 －

貸付金の回収による収入 1,500 －

その他 111 36

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,281 △30,884

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） △90,000 △115,000

長期借入れによる収入 180,000 －

長期借入金の返済による支出 △145,404 △170,604

自己株式の取得による支出 △58,612 △607

配当金の支払額 △56,827 △54,023

少数株主への配当金の支払額 △20,242 －

その他 △674 △5,186

財務活動によるキャッシュ・フロー △191,762 △345,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,511 182,830

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 273,933 723,701
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

2,667,907 2,176,071 4,843,978 ― 4,843,978

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,667,907 2,176,071 4,843,978 ― 4,843,978

営業利益 522,320 107,236 629,557 (295,416) 334,141

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

2,214,926 2,198,881 4,413,807 ― 4,413,807

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,214,926 2,198,881 4,413,807 ― 4,413,807

営業利益 529,943 533,531 1,063,475 (339,798) 723,676

【所在地別セグメント情報】
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前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四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２四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 571,933 84.8

パルプ不織布 加工品 527,344 87.7

化合繊不織布 223,444 126.4

小計 1,322,722 91.0

紙
関
連
事
業

衛生用紙 1,530,867 79.4

合計 2,853,590 84.4

(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 827,436 78.5 95,171 84.5

パルプ不織布 加工品 977,601 89.4 108,895 98.8

化合繊不織布 267,107 128.5 31,702 107.7

その他 135,459 44.1 ― ―

小計 2,207,604 82.9 235,768 93.4

紙
関
連
事
業

衛生用紙 2,188,357 101.0 168,410 99.2

その他 2,118 44.0 ― ―

小計 2,190,476 100.9 168,410 99.2

合計 4,398,081 91.0 404,179 95.8
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当第２四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 830,347 77.6

パルプ不織布 加工品 981,196 89.7

化合繊不織布 267,922 135.4

その他 135,459 44.1

小計 2,214,926 83.0

紙
関
連
事
業

衛生用紙 2,196,762 101.2

その他 2,118 44.0

小計 2,198,881 101.0

合計 4,413,807 91.1

相手先
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

花王株式会社 761,333 15.7 798,508 18.1
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