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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 21,093 △17.2 1,086 △19.3 446 △54.6 191 △34.1

21年3月期第2四半期 25,488 ― 1,346 ― 983 ― 291 ―

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 1.59 ―

21年3月期第2四半期 2.41 ―

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 93,387 26,762 27.6 213.38
21年3月期 94,320 26,374 27.0 210.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  25,815百万円 21年3月期  25,445百万円

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3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 2.00

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 45,000 △6.8 2,400 6.9 1,200 △4.9 400 90.9 3.31

－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、５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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及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。業績予想に関する事項は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
定性的情報をご参照ください。 

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 121,108,290株 21年3月期  121,108,290株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  123,714株 21年3月期  116,656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 120,988,758株 21年3月期第2四半期 121,023,574株
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当第２四半期累計期間の連結売上高は210億93百万円（前年同期比17.2％減）、営業利益は10億86百万
円（同比19.3％減）、経常利益は４億46百万円（同比54.6％減）、四半期純利益は１億91百万円（同比
34.1％減）となりました。 
事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 

  

（繊維事業） 

世界的な景気後退により個人消費の低迷、店頭販売の不振から当事業を取り巻く環境は厳しいものとな
りました。このような状況の下、当社グループは原料から製品までの適地調達・適地生産の一貫体制構
築、独自性のある強い商品作りを最重要課題と位置づけ事業運営を推進してきました。糸売り・テキスタ
イル分野は前期に引き続き苦戦しましたが、製品分野は、概ね順調に推移しました。また、メディカル
（環境衛生）分野において、抗菌（ノンスタック・ノモス）・抗ウィルス（フルテクト・アルゴン）など
の高機能加工商材も好調に推移しました。 
 以上の結果、繊維事業としての売上高は131億21百万円（前年同期比15.0％減）となり営業利益は３億
24百万円（同比118.1％増）となりました。 

  

（産業材事業） 

産業資材分野では、製紙用ドライヤーカンバスは、国内製紙業界における大幅減産の長期化、非効率設
備の停止及びコスト低減への取り組みの影響を受けてカンバス需要は引き続き低迷し、加えて当期は抄紙
機械設備の更新に伴う需要もなく、前年同期比大幅な減収となりました。フィルタークロスについても、
製造業を中心とする主要顧客のクロス需要量低下の回復が見られず、大幅な減収となりました。 
 機能材料分野では、受注環境は依然として厳しく、前年同期比では減収減益を余儀なくされました。 
 以上の結果、産業材事業全体としての売上高は51億87百万円（前年同期比27.7%減）となり、営業損益
は39百万円の損失となりました。 
  

（不動産・サービス事業） 

賃貸事業が堅調に推移したことにより、前年同期並みの利益を確保しました。 
結果、不動産・サービス事業としての売上高は29億88百万円（前年同期比4.2％減）となり、営業利益は
10億28百万円（同比12.9％増）となりました。 
  

  

当第２四半期末の総資産は933億87百万円となり、前年度末に比べ９億33百万円の減少となりました。
これは、営業キャッシュ・フロー等により現金及び預金の増加があったものの、それ以上に売上債権、棚
卸資産及び減価償却により固定資産が減少したことによるものであります。 
負債は、666億24百万円となり、前年度末に比べ13億21百万円の減少となりました。これは、仕入債務

及び納税に伴う未払法人税等が減少したことによるものであります。 
純資産は、267億62百万円となり、前年度末に比べ３億87百万円の増加となりました。これは、評価・

換算差額等が増加したことによるものであります。その結果、自己資本比率は前年度末に比べ0.6ポイン
ト上昇し、27.6%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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今後の見通しにつきましては、世界的な景気悪化の影響を受け、厳しい国内市況、個人消費の低迷が続
く中で、引き続き厳しい経営環境で推移するものと予想しております。 
このような状況のなか、当社グループは、当年度よりスタートさせた新中期計画の基本方針である「事

業構造の変革による収益拡大」「顧客対応力強化と技術優位性の確保」の下、業績予想の達成に向けさら
なる収益の拡大を目指してまいります。 
平成22年３月期の業績予想は、第２四半期までの業績動向や今後の見通しを踏まえ、平成21年10月30日

に公表のとおり、通期の業績予想を修正いたしました。 
なお、通期の連結業績予想及びセグメント別損益予想については以下のとおりです。 

  

連結業績予想                             
（単位：百万円） 

 
  

セグメント別損益予想 
                     （単位：百万円）

 
  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表（Ａ） 48,000 2,400 1,200 400 3円31銭

今回修正（Ｂ） 45,000 2,400 1,200 400 3円31銭

増減額（Ｂ－Ａ） △ 3,000 0 0 0 ─

増減率（％） △6.3 0.0 0.0 0.0 ─

（ご参考）前期実績

  (平成21年3月期) 48,288 2,245 1,261 209 1円73銭

繊維事業 産業材事業
不動産・サービス 

 事業
消去及び全社 合計

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

前回発表 29,500 400 13,000 700 5,900 1,800 (400) (500) 48,000 2,400

今回修正 28,000 700 11,500 200 5,900 1,900 (400) (400) 45,000 2,400
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第２四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貸倒見積高を算定しておりま
す。 

  
2)固定資産の減価償却の算定方法 

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おります。 
  

3)法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しましては、主として加味する加減算項目や税額控除項目等重要

なものに限定する方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用し
た将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

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

(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：百万円）

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 5,301 3,669

受取手形及び売掛金 9,845 11,324

商品及び製品 5,215 5,610

仕掛品 1,655 1,601

原材料及び貯蔵品 1,056 1,178

繰延税金資産 445 473

その他 864 845

貸倒引当金 △106 △128

流動資産合計 24,276 24,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 40,944 40,878

減価償却累計額 △23,914 △23,344

建物及び構築物（純額） 17,029 17,533

機械装置及び運搬具 31,251 31,517

減価償却累計額 △27,957 △28,006

機械装置及び運搬具（純額） 3,294 3,510

工具、器具及び備品 1,609 1,626

減価償却累計額 △1,460 △1,457

工具、器具及び備品（純額） 149 168

土地 43,822 43,762

リース資産 1,984 1,952

減価償却累計額 △1,171 △1,024

リース資産（純額） 813 927

建設仮勘定 32 17

有形固定資産合計 65,141 65,921

無形固定資産 159 164

投資その他の資産   

投資有価証券 1,167 1,091

長期貸付金 3 4

繰延税金資産 1,417 1,354

その他 1,498 1,594

投資損失引当金 △24 △24

貸倒引当金 △253 △357

投資その他の資産合計 3,808 3,661

固定資産合計 69,110 69,746

資産合計 93,387 94,320
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（単位：百万円）

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 4,787 5,472

短期借入金 17,746 18,441

1年内償還予定の社債 905 805

未払費用 596 606

未払法人税等 234 908

未払消費税等 103 110

賞与引当金 594 628

その他 1,876 1,929

流動負債合計 26,845 28,902

固定負債   

社債 1,430 932

長期借入金 14,186 13,995

繰延税金負債 1,162 1,162

再評価に係る繰延税金負債 8,422 8,422

退職給付引当金 3,069 2,867

役員退職慰労引当金 175 203

修繕引当金 148 135

長期預り敷金保証金 9,985 9,981

長期前受収益 445 467

その他 752 873

固定負債合計 39,778 39,042

負債合計 66,624 67,945

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,336 11,336

資本剰余金 998 998

利益剰余金 3,429 3,425

自己株式 △19 △18

株主資本合計 15,744 15,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34 △94

繰延ヘッジ損益 △32 △28

土地再評価差額金 11,928 11,928

為替換算調整勘定 △1,790 △2,101

評価・換算差額等合計 10,071 9,704

少数株主持分 946 929

純資産合計 26,762 26,374

負債純資産合計 93,387 94,320
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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：百万円）

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 25,488 21,093

売上原価 20,589 16,927

売上総利益 4,899 4,165

販売費及び一般管理費 3,553 3,078

営業利益 1,346 1,086

営業外収益   

受取利息 21 5

受取配当金 7 5

持分法による投資利益 14 19

為替差益 153 －

雑収入 70 69

営業外収益合計 267 99

営業外費用   

支払利息 419 368

退職給付費用 71 74

為替差損 － 158

雑支出 139 137

営業外費用合計 630 739

経常利益 983 446

特別利益   

固定資産売却益 9 19

貸倒引当金戻入額 14 12

その他 1 －

特別利益合計 25 31

特別損失   

固定資産処分損 26 20

たな卸資産評価損 43 －

投資有価証券評価損 70 36

貸倒引当金繰入額 5 －

その他 4 6

特別損失合計 149 63

税金等調整前四半期純利益 859 413

法人税、住民税及び事業税 637 211

法人税等調整額 △132 △29

法人税等合計 505 182

少数株主利益 63 39

四半期純利益 291 191
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 859 413

減価償却費 1,231 1,174

長期前払費用償却額 13 15

のれん償却額 5 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 256 196

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △27

修繕引当金の増減額（△は減少） 12 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △127

賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △33

受取利息及び受取配当金 △29 △10

支払利息 419 368

為替差損益（△は益） △132 144

持分法による投資損益（△は益） △14 △19

固定資産処分損益（△は益） 26 13

固定資産売却損益（△は益） △8 △12

投資有価証券評価損益（△は益） 70 36

売上債権の増減額（△は増加） 1,014 1,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 15 521

仕入債務の増減額（△は減少） △564 △657

その他 △279 △143

小計 2,889 3,353

利息及び配当金の受取額 28 21

利息の支払額 △409 △354

法人税等の支払額 △251 △848

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,256 2,172

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 △550 △277

有形固定資産の売却による収入 37 58

投資有価証券の取得による支出 △4 △3

投資有価証券の償還による収入 1,000 －

貸付金の回収による収入 0 0

定期預金の払戻による収入 372 395

定期預金の預入による支出 △378 △362

その他 △147 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 330 △191
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（単位：百万円）

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) 

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） △24 △1,003

長期借入れによる収入 4,580 3,480

長期借入金の返済による支出 △3,252 △2,984

社債の発行による収入 － 1,000

社債の償還による支出 △742 △402

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △358 △239

少数株主への配当金の支払額 △21 △21

その他 △0 △152

財務活動によるキャッシュ・フロー 176 △325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,747 1,664

現金及び現金同等物の期首残高 3,304 3,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,051 4,986
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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 事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっています。 

     ２ 各事業の主な製品 

 ①繊維事業………糸、布、ニット、二次製品等 

 ②産業材事業……製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロス、プリント配線基板、化成品、複合材料等 

 ③不動産・サービス事業…不動産賃貸、リネンサプライ、倉庫業、ゴルフ場の経営等 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

繊維事業
(百万円)

産業材
事業 

(百万円)

不動産・
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 15,439 7,177 2,872 25,488 ─ 25,488

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 ─ 247 249 (249) ─

計 15,440 7,177 3,120 25,738 (249) 25,488

 営業利益 148 550 911 1,610 (264) 1,346

繊維事業
(百万円)

産業材
事業 

(百万円)

不動産・
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 13,117 5,186 2,789 21,093 ─ 21,093

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4 0 198 203 (203) ─

計 13,121 5,187 2,988 21,297 (203) 21,093

 営業利益又は営業損失(△) 324 △39 1,028 1,312 (225) 1,086
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【所在地別セグメント情報】 

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

  アジア…インドネシア、中国等 

  

該当事項はありません。 

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

23,308 2,180 25,488 ― 25,488

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

135 1,399 1,534 (1,534) ―

計 23,443 3,579 27,023 (1,534) 25,488

 営業利益又は営業損失(△) 1,477 △104 1,372 (26) 1,346

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,988 2,104 21,093 ― 21,093

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

163 963 1,127 (1,127) ―

計 19,152 3,067 22,220 (1,127) 21,093

 営業利益又は営業損失(△) 1,129 △38 1,091 (4) 1,086

(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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