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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11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5月期第2四半期 20,266 △7.3 110 ― 111 ― △44 ―

21年5月期第2四半期 21,873 ― △70 ― △67 ― △143 ―

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2四半期 △5.31 ―

21年5月期第2四半期 △16.96 ―

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2四半期 20,501 10,856 53.0 1,297.74
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2四半期  10,856百万円 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 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  
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】の４．その他の（２）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2四半期 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2四半期  69,510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2四半期 8,422,034株 21年5月期第2四半期 8,433,418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、中国景況のいち早い改善や政府の景気対策などにより、若干

の持ち直し傾向を見せているものの、依然として本格的な回復とは言えず不透明な状況が続いています。 

 当社グループは、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２四半期連結累計期間の売上高は202億66百万円（前年同期比7.3％減）、経常利益は１億11百万円（前年同

期は67百万円の経常損失)、また当第２四半期連結累計期間における「法人税、住民税及び事業税」を１億96百万円

計上したことから、四半期純損失は44百万円（前年同期は１億43百万円の四半期純損失）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を若干上回って進捗してお

り、売上高はほぼ前年同期と同水準となっております。 

 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テープ原紙の販売や、コスメティック用に

使用される不織布の需要が一部回復しており、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52億93百万円となり、前年同期比で10.7％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2四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142億75百万円となり、前年同期比で5.9％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、各種製品の受注の小ロット化が

進んでいることなどにより、売上高は５億63百万円となり、前年同期比で10.4％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84百万円となり、前年同期比で9.1％の減少

となっております。 

 なお、和紙部門については、主力である不織布、家庭紙・日用雑貨部門等に、当社グループの経営資源を集中すべ

きと判断し、平成21年12月１日に当社の親会社等である株式会社小津商店に事業譲渡いたしました。 

  

（１）財政状態の分析  

 （資産） 

資産につきましては、前連結会計年度末に比べて３億72百万円減少し、205億１百万円となりました。主な要因

は、「現金及び預金」の減少５億11百万円、「建物及び構築物（純額）」の減少５億66百万円、「投資有価証

券」の増加１億74百万円であります。 

 （負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて２億59百万円減少し、96億44百万円となりました。主な要因

は、「支払手形及び買掛金」の減少２億11百万円、「短期借入金」の減少３億50百万円、「未払法人税等」の増

加１億12百万円であります。 

 （純資産） 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて１億12百万円減少し、108億56百万円となりました。主な要

因は、「利益剰余金」の減少１億29百万円であります。 

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

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２四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90百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー減少額が６百万円、財務活動によるキャッ

シュ・フロー減少額が５億87百万円となり、当第２四半期連結会計期間末の残高は前連結会計年度末に比べ５億

15百万円減少し30億59百万円となりました。 

 当第２四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90百万円（前年同期は７億13百万円の獲得）となりました。収入の主な内訳

は、「売上債権の減少額」２億35百万円、「税金等調整前四半期純利益」１億32百万円であり、支出の主な内訳

は、「仕入債務の減少額」２億11百万円であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は６百万円（前年同期は１億19百万円の使用）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、「定期預金の払戻による収入」62百万円であり、支出の主な

内訳は、「定期預金の預入による支出」64百万円、「投資有価証券の取得による支出」40百万円であります。 

 （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５億87百万円（前年同期は２億69百万円の使用）となりました。支出の主な内

訳は、「短期借入金の純減少額」３億50百万円、「配当金の支払額」84百万円、「自己株式の取得による支出」

79百万円であります。 

 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２四半期連結会計期間末 
(平成21年11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,383,755 3,895,366 

受取手形及び売掛金 6,977,019 7,212,885 

有価証券 101,825 101,753 

商品及び製品 1,518,592 1,505,593 

原材料 210,889 218,567 

繰延税金資産 130,979 72,413 

その他 1,168,340 453,576 

貸倒引当金 △45,407 △44,521 

流動資産合計 13,445,994 13,415,634 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,887,362 5,787,705 

減価償却累計額 △2,941,169 △3,275,445 

建物及び構築物（純額） 1,946,193 2,512,260 

機械装置及び運搬具 385,058 381,919 

減価償却累計額 △334,956 △331,942 

機械装置及び運搬具（純額） 50,101 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 △402 △57 

リース資産（純額） 3,047 3,392 

その他 175,794 157,265 

減価償却累計額 △114,345 △117,342 

その他（純額） 61,449 39,923 

有形固定資産合計 3,962,958 4,508,857 

無形固定資産   

のれん 220,658 242,814 

リース資産 83,184 94,859 

その他 111,088 104,313 

無形固定資産合計 414,932 441,987 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,727,627 1,553,137 

長期貸付金 34,204 35,689 

繰延税金資産 18,802 24,931 

その他 1,068,724 1,066,669 

貸倒引当金 △171,982 △173,598 

投資その他の資産合計 2,677,375 2,506,829 

固定資産合計 7,055,265 7,457,674 

資産合計 20,501,260 20,873,308 
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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11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,624,750 4,835,885 

短期借入金 850,000 1,200,000 

1年内返済予定の長期借入金 27,448 35,748 

1年内償還予定の社債 400,000 437,500 

リース債務 23,741 23,489 

未払法人税等 165,740 52,751 

賞与引当金 78,681 47,600 

役員賞与引当金 － 3,000 

その他 805,249 671,125 

流動負債合計 6,975,611 7,307,101 

固定負債   

社債 1,100,000 1,100,000 

長期借入金 919,714 935,105 

リース債務 63,849 75,783 

繰延税金負債 204,226 104,369 

退職給付引当金 170,549 174,322 

役員退職慰労引当金 173,082 172,774 

その他 37,677 34,361 

固定負債合計 2,669,098 2,596,717 

負債合計 9,644,710 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 7,991,233 8,120,327 

自己株式 △81,838 △2,733 

株主資本合計 10,606,576 10,814,775 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 249,973 154,713 

評価・換算差額等合計 249,973 154,713 

純資産合計 10,856,550 10,969,489 

負債純資産合計 20,501,260 20,873,308 
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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６月１日 

 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年11月30日) 

売上高 21,873,003 20,266,968 

売上原価 18,344,885 16,946,380 

売上総利益 3,528,118 3,320,587 

販売費及び一般管理費 3,598,338 3,209,860 

営業利益又は営業損失（△） △70,220 110,727 

営業外収益   

受取利息 4,245 1,840 

受取配当金 21,718 29,867 

仕入割引 16,633 12,888 

その他 25,660 18,141 

営業外収益合計 68,257 62,736 

営業外費用   

支払利息 29,201 26,783 

売上割引 1,706 1,385 

為替差損 23,381 18,382 

持分法による投資損失 4,092 5,314 

その他 7,607 10,108 

営業外費用合計 65,989 61,974 

経常利益又は経常損失（△） △67,952 111,489 

特別利益   

投資有価証券売却益 16,283 － 

貸倒引当金戻入額 29,888 6,810 

保険返戻金 443 － 

固定資産売却益 － 83,863 

その他 175 200 

特別利益合計 46,790 90,873 

特別損失   

固定資産売却損 － 6,535 

固定資産除却損 5,456 35,119 

投資有価証券評価損 1,481 22,320 

ゴルフ会員権評価損 2,399 － 

その他 170 5,971 

特別損失合計 9,509 69,946 

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（△）

△30,671 132,415 

法人税、住民税及び事業税 97,519 196,571 

法人税等調整額 14,858 △19,394 

法人税等合計 112,377 177,177 

四半期純損失（△） △143,048 △44,761 
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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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年11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又は税金等調整前四半
期純損失（△） △30,671 132,415 

減価償却費 107,287 126,136 

のれん償却額 22,155 22,155 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,810 △730 

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,817 31,080 

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） 4,595 △3,773 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,051 308 

受取利息及び受取配当金 △25,963 △31,707 

支払利息 29,201 26,783 

為替差損益（△は益） 18,267 12,980 

持分法による投資損益（△は益） 4,092 5,314 

保険返戻金 △443 － 

固定資産売却損益（△は益） △175 △77,327 

固定資産除却損 5,456 35,119 

ゴルフ会員権評価損 2,399 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 1,481 22,320 

投資有価証券売却損益（△は益） △16,283 － 

売上債権の増減額（△は増加） 286,041 235,866 

たな卸資産の増減額（△は増加） 217,869 △5,321 

仕入債務の増減額（△は減少） 30,882 △211,135 

未払消費税等の増減額（△は減少） 140 34,814 

その他の資産の増減額（△は増加） 202,383 △241,978 

その他の負債の増減額（△は減少） △74,419 59,507 

その他 △105 8,455 

小計 769,151 178,284 

利息及び配当金の受取額 25,951 31,603 

利息の支払額 △22,509 △26,755 

法人税等の支払額 △58,846 △92,180 

営業活動によるキャッシュ・フロー 713,746 90,950 

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 △86,374 △32,613 

有形固定資産の売却による収入 241 94,400 

有形固定資産の除却による支出 △482 △4,755 

無形固定資産の取得による支出 △40,321 △13,965 

投資有価証券の取得による支出 △9,195 △40,050 

投資有価証券の売却による収入 36,607 － 

貸付けによる支出 △1,625 － 

貸付金の回収による収入 5,021 2,598 

定期預金の預入による支出 － △64,150 

定期預金の払戻による収入 － 62,000 

保険金の受取額 7,020 － 

保険積立金の積立による支出 △3,487 － 

長期前払費用の取得による支出 △32,831 △2,199 

その他 5,593 △7,621 

投資活動によるキャッシュ・フロー △119,833 △6,357 
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年11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） △30,000 △350,000 

長期借入金の返済による支出 △49,262 △23,691 

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 △30 △79,104 

配当金の支払額 △167,872 △84,272 

リース債務の返済による支出 － △11,690 

その他 － △747 

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,666 △587,007 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,267 △12,980 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 305,978 △515,393 

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 4,647,526 3,059,239 
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 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６月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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。  

  

  

 当社は、平成21年11月18日の取締役会の決議に基づき、自己株式を取得いたしました。この結果、前連結会計

年度末と比べて自己株式が79百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が81百万円となって

おります。 

  

（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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