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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 8,120 △14.9 △355 ― △311 ― △1,644 ―

21年3月期第3四半期 9,538 ― 281 ― 425 ― 337 ―

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3四半期 △61.27 ―

21年3月期第3四半期 12.59 ―

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3四半期 30,159 17,247 57.2 642.76
21年3月期 29,188 18,990 65.1 707.66

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  17,247百万円 21年3月期  18,990百万円

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 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 4.00

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 11,300 △10.3 △800 ― △820 ― △2,160 ― △80.50
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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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧下さい。 

(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 

上記予想は、本資料の発表日現在における将来の経営環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後種々の要因によって予想
数値と異なる場合があります。 

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3月期第3四半期 29,835,758株 21年3月期  29,835,758株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,001,892株 21年3月期  3,000,156株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 26,834,483株 21年3月期第3四半期 26,839,206株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一昨年後半からの急激な景気後退の影響により、企

業収益は大幅に悪化し設備投資も減少するなど、引き続き厳しい状況のまま推移しました。 

当社グループの主要取引先であります紙・パルプ業界におきましては、需要の大幅な減退に伴い減産を

継続するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は8,120百万円（前年同期比14.9％減）となりまし

た。損益の状況につきましては、徹底したコスト削減に努めましたものの、売上高の大幅な減少を補え

ず、連結営業損失は355百万円（前年同期は連結営業利益281百万円）、連結経常損失は311百万円（前年

同期は連結経常利益425百万円）となりました。また、繰延税金資産1,262百万円を取崩した影響により四

半期純損失は1,644百万円（前年同期は四半期純利益337百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

＜抄紙用具関連事業＞ 

当社グループの主力事業であります抄紙用具関連事業につきましては、内需では、紙・板紙の減産に

伴う需要の減退に加え抄紙用具の在庫調整の影響もあり、抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに売上

高は大幅な減少を余儀なくされました。海外では、景気低迷による需要の減少により、抄紙用フエルト

及び抄紙用ベルトともに売上高は減少いたしました。この結果、当事業の売上高は7,645百万円となり

ました。 

＜工業用事業＞ 

工業用事業につきましては、景気後退の影響により国内外とも需要が減退し、売上高は大幅に減少い

たしました。この結果、当事業の売上高は475百万円となりました。 

  

また、所在地別セグメントの業績は次のとおりです。 

＜日本＞ 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに販売数量が減少したことにより、売上高は5,944百万円（前

年同期比11.3％減）となりました。 

＜北米＞ 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに販売数量が減少したことにより、売上高は642百万円（前年

同期比22.8％減）となりました。 

＜欧州＞ 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに販売数量が減少したことにより、売上高は1,204百万円（前

年同期比13.9％減）となりました。 

＜その他＞ 

中国現地法人の売上高の減少により、売上高は329百万円（前年同期比45.4％減）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
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当第3四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ971百万円増加し、

30,159百万円となりました。これは主として有形固定資産が672百万円、現金及び預金が331百万円それぞ

れ増加した一方、商品及び製品が310百万円減少したことによるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2,713百万円増加し、12,912百万円となりました。これ

は主としてリース債務が1,930百万円、繰延税金負債が1,061百万円それぞれ増加した一方、未払金が283

百万円減少したことによるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,742百万円減少し、17,247百万円となりました。こ

れは主として利益剰余金が1,725百万円減少したことによるものです。 

  

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ331百万円増加し、

2,241百万円（前年度末比17.3％増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は

以下のとおりです。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費を源泉とする収入1,010百万円などにより、369百

万円の収入（前年同期比303百万円の収入減）となりました。 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に生産能力増強を目的とする有形固定資産の取得による支

出1,988百万円などにより1,988百万円の支出（前年同期比177百万円の支出増）となりました。 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主としてセール・アンド・リースバック取引による収入

1,990百万円などにより、1,931百万円の収入（前年同期比841百万円の収入増）となりました。 

  

  

通期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）の連結業績予想につきましては、平成22年1月18日に

開示いたしました「希望退職者の募集」による業績への影響など不確定な要素があることから、平成21年

7月31日に公表いたしました数値を変更しておりません。今後修正の必要が生じた場合には速やかに公表

いたします。 

  

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

(2)キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第3四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出する方法によっています。 

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います。 

なお、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっています。 

  

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

①棚卸資産の評価方法

②固定資産の減価償却費の算定方法

(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３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,241,907 1,910,876

受取手形及び売掛金 4,774,079 4,681,143

商品及び製品 2,259,373 2,570,348

仕掛品 913,836 670,555

原材料及び貯蔵品 359,437 335,238

その他 391,903 475,440

貸倒引当金 △3,074 △63,579

流動資産合計 10,937,463 10,580,023

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,501,557 8,023,374

その他（純額） 7,681,655 7,487,753

有形固定資産合計 16,183,212 15,511,127

無形固定資産 197,407 232,286

投資その他の資産   

投資有価証券 2,755,101 2,770,217

その他 198,738 160,764

貸倒引当金 △112,012 △65,671

投資その他の資産合計 2,841,827 2,865,310

固定資産合計 19,222,447 18,608,724

資産合計 30,159,911 29,188,747

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 736,697 566,613

短期借入金 4,030,275 3,762,390

未払法人税等 46,944 129,128

賞与引当金 169,265 343,436

その他 1,054,927 1,096,336

流動負債合計 6,038,110 5,897,905

固定負債   

長期借入金 950,000 1,145,000

退職給付引当金 2,414,206 2,444,110

その他 3,509,759 711,296

固定負債合計 6,873,966 4,300,407

負債合計 12,912,077 10,198,312
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,323,218 2,323,443

利益剰余金 12,267,145 13,992,183

自己株式 △1,060,680 △1,060,533

株主資本合計 17,124,487 18,849,897

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 244,930 257,003

為替換算調整勘定 △121,583 △116,465

評価・換算差額等合計 123,346 140,537

純資産合計 17,247,834 18,990,434

負債純資産合計 30,159,911 29,188,747
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,538,602 8,120,795

売上原価 6,026,869 5,795,611

売上総利益 3,511,732 2,325,183

販売費及び一般管理費 3,230,243 2,680,403

営業利益又は営業損失（△） 281,488 △355,220

営業外収益   

受取配当金 91,042 66,661

為替差益 97,598 －

助成金収入 － 75,476

その他 44,548 31,197

営業外収益合計 233,189 173,335

営業外費用   

支払利息 61,423 85,198

その他 28,035 44,571

営業外費用合計 89,459 129,769

経常利益又は経常損失（△） 425,219 △311,654

特別利益   

投資有価証券売却益 420,524 －

特別利益合計 420,524 －

特別損失   

投資有価証券評価損 124,145 －

役員退職功労加算金 25,750 －

早期割増退職金 － 10,353

特別損失合計 149,895 10,353

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（△）

695,848 △322,008

法人税、住民税及び事業税 150,673 50,314

過年度法人税等 － 15,841

法人税等調整額 207,383 1,255,935

法人税等合計 358,057 1,322,091

四半期純利益又は四半期純損失（△） 337,791 △1,644,099
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

695,848 △322,008

減価償却費 931,956 1,010,337

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,452 △14,164

賞与引当金の増減額（△は減少） △218,547 △174,170

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △36,255 △29,903

受取利息及び受取配当金 △100,686 △68,571

支払利息 61,423 85,198

為替差損益（△は益） 9,649 6,499

投資有価証券評価損益（△は益） 124,145 －

投資有価証券売却損益（△は益） △420,524 －

売上債権の増減額（△は増加） 343,956 △98,244

たな卸資産の増減額（△は増加） △758,403 6,924

仕入債務の増減額（△は減少） 260,977 179,300

その他 155,626 △62,831

小計 1,016,713 518,366

利息及び配当金の受取額 100,686 68,571

利息の支払額 △60,431 △81,720

法人税等の支払額 △383,694 △135,682

営業活動によるキャッシュ・フロー 673,275 369,534

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 510,645 －

有形固定資産の取得による支出 △2,284,980 △1,988,983

その他 △37,054 530

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,811,389 △1,988,452

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） 1,370,876 172,170

長期借入金の返済による支出 － △90,000

セール・アンド・リースバックによる収入 － 1,990,508

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △60,913

配当金の支払額 △279,155 △80,198

その他 △2,370 △371

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,089,351 1,931,195

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60,808 18,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △109,572 331,031

現金及び現金同等物の期首残高 2,006,686 1,910,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,897,113 2,241,907
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該当事項はありません。 

  

 全セグメントの売上高の合計額、営業利益の合計額に占める「抄紙用具関連事業」の割合がいずれ

も90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しています。 

  

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２ 各区分の主な製品 

(1) 抄紙用具関連事業…抄紙用フエルト、抄紙用ベルト、スレート用フエルト等 

(2) 工業用関連事業……工業用フエルト、工業用関連仕入品 

  
  

(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】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

抄紙用具関連
事業(千円)

工業用関連
事業(千円)

計(千円)
消去又は
全社(千円)

連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

7,645,226 475,568 8,120,795 ― 8,120,795

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― (―) ―

計 7,645,226 475,568 8,120,795 (―) 8,120,795

営業利益又は 
営業損失(△)

941,354 △ 129,865 811,489 (1,166,709) △ 355,220
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該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

日本 
(千円)

北米
(千円)

欧州
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

6,704,086 832,103 1,398,859 603,552 9,538,602 ― 9,538,602

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2,198,116 ― ― 91,467 2,289,583 (2,289,583) ―

計 8,902,203 832,103 1,398,859 695,019 11,828,186 (2,289,583) 9,538,602

営業利益 1,600,156 1,743 54,651 122,975 1,779,527 (1,498,038) 281,488

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

日本 
(千円)

北米
(千円)

欧州
(千円)

その他
(千円)

計
(千円)

消去 
又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

5,944,778 642,247 1,204,222 329,546 8,120,795 ― 8,120,795

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,607,914 ― ― 72,356 1,680,271 (1,680,271) ―

計 7,552,692 642,247 1,204,222 401,903 9,801,066 (1,680,271) 8,120,795

営業利益又は 
営業損失(△)

699,393 △22,155 72,688 48,244 798,171 (1,153,391) △355,220

【海外売上高】

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 817,544 1,459,919 1,531,531 3,808,995

Ⅱ 連結売上高(千円) 9,538,602

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

8.6 15.3 16.0 39.9

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 630,490 1,212,033 1,315,977 3,158,501

Ⅱ 連結売上高(千円) 8,120,795

Ⅲ 連結売上高に占める海外
  売上高の割合(％)

7.8 14.9 16.2 38.9

(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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