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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 25,328 △24.7 △365 ― △283 ― △2,155 ―

21年3月期第3四半期 33,651 ― 698 ― 841 ― △1,133 ―

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 △38.03 ―

21年3月期第3四半期 △19.99 ―

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 32,878 15,791 48.0 278.31
21年3月期 31,397 17,992 57.2 316.94

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,772百万円 21年3月期  17,966百万円

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  

期末日における配当予想額は現時点で未定であり、今後の業績等を総合的に勘案し見通しが立った時点で開示いたします。 

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 ― 2.50 2.50
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

― ―

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 37,500 △13.5 290 △70.4 360 △64.8 △1,800 ― △31.76



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） 

（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。 

(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．上記の配当予想は、平成21年11月２日公表の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」のとおり、当社を取り巻く経営環境が依然として厳
しく、先行きが不透明な状況にあることから、現段階においては未定とさせていただき、今後の業績等を総合的に勘案し、見通しが立った時点で速やかに
開示を行う予定としております。 
２．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であるため、リスクや不確実性を含んでおり、実際の業績はこれと異なる可能性
があります。なお、業績予想に関連する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

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 60,569,390株 21年3月期  60,569,390株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,896,381株 21年3月期  3,880,826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 56,679,826株 21年3月期第3四半期 56,714,434株



 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、政府が打ち出した景気対策の効果もあり、一部で持ち直しの動きが見

られるものの、自律性に乏しく、また設備投資も弱い動きに終始し、雇用情勢も依然として厳しい状況にあるなど、

引き続き厳しい状況のうちに推移いたしました。 

 このような情勢のなかで当社グループは、主力商品の製造コスト削減を中心とした合理化と品質の向上、また新技

術の開発と新商品の拡販に取り組み、収益基盤の強化に努めてまいりました。 

 防災用繊維製品事業では、下水道分野の大口径管更生工法「パルテム・フローリング工法」の受注拡大、また、産

業用繊維製品事業では、広巾織物、シートベルト、エアバッグなどの販売拡大に注力いたしました。  

 しかしながら、回復の兆しは見られるものの、主力の自動車安全部品部門において需要低迷の影響を受けるなどし

たため、当第３四半期連結累計期間の売上高は253億28百万円と、前年同期に比べ24.7％の減収となりました。損益

面では、全社をあげた人件費、経費の削減活動に引き続き努めた結果、当第３四半期連結会計期間としては経常利益

を確保することができましたが、期の前半の落ち込みを補うまでには至らず、２億83百万円の経常損失となり、ま

た、平成20年10月に発覚いたしました当社製消防用・消火栓用ホースの個別検定受検時における不正問題に関連し

て、本問題に係る対策費用として補償損失見積額を特別損失に計上した結果、21億55百万円の四半期純損失となりま

した。 

 以下、事業セグメント別に概況をご報告申し上げます。 

   

防災用繊維製品事業 

（防災部門） 

 自治体の財政縮小による官公需低迷のなか、防災関連商品は底堅い動きを見せましたが、消防用・消火栓用ホース

は、平成20年10月に発覚いたしました個別検定受検時における不正問題の影響により売上が激減し、この結果、当部

門の売上は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

  

（パルテム部門） 

 農業用水分野・プラント分野では各工法とも売上が減少いたしましたが、下水道分野の「パルテム・フローリング

工法」は主要都市市場で好調に推移し、売上が大幅に増加いたしました。この結果、当部門の売上は前年同期に比べ

増加いたしました。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における防災用繊維製品事業の売上は、31億14百万円と、前年同期に比

べ、13.0％減少いたしました。 

  

産業用繊維製品事業 

（産業資材部門） 

 ロープは、陸上用・船舶用など各分野とも景気低迷により市場が縮小傾向にあり、売上が減少いたしました。ま

た、「タイトナー」も需要の減少による影響を受け、販売が低迷したほか、ゴム工業資材用広巾織物も、回復傾向に

はあるものの、期の前半の落ち込みが大きく、累計期間では売上が減少いたしました。この結果、当部門の売上は前

年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

  

（自動車安全部品部門） 

 自動車販売には明るい兆しが見られますが、自動車生産台数が引き続き低い水準で推移したため、エアバッグ、自

動車関連用品（内装品その他）とも売上が減少いたしました。シートベルトにつきましても、新規車種の受注があ

り、当第３四半期連結会計期間では売上が増加いたしましたが、期の前半の落ち込みが大きく、累計期間では売上が

減少いたしました。この結果、当部門の売上は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

  

（ジオ部門） 

 緊急排水ホースは、積極的な拡販活動が功を奏し、売上が順調に推移いたしました。また、土木建設用特殊織物

は、基礎杭用異径織物の売上が増加いたしました。この結果、当部門の売上は前年同期に比べ増加いたしました。 

  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における産業用繊維製品事業の売上は、221億67百万円と、前年同期に比

べ、26.2％減少いたしました。 

  

   

  

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



  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は328億78百万円であり、前連結会計年度末に比べ14億80百万円増加いたし

ました。これは受取手形及び売掛金の増加６億85百万円などが影響したものです。 

 負債総額は170億87百万円であり、前連結会計年度末に比べ36億82百万円増加いたしました。これは防災製品補償

損失引当金の増加16億70百万円などが影響したものです。なお正味運転資本（流動資産から流動負債を控除した金

額）は42億20百万円で、流動比率は127.6％となっております。 

 純資産合計は157億91百万円であり、自己資本比率は48.0％となっております。  

  

  

  

 平成21年12月24日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

１．簡便な会計処理 

 ①棚卸資産の評価方法 

  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定する方法によっております。 

  

  

１．重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

  有形固定資産 

   当社は、従来、工具については定率法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、定額法に変

  更しております。 

   この変更は、当期に自動車安全部品部門におけるシートベルトの新型リトラクター及び新型バックルの量

  産化に伴う新規金型投資が集中的に発生することを契機として減価償却方法を再検討したところ、工具の大

  部分を占める金型の使用については、毎期平均的に使用されている実態が認められること、及び金型の償却

  費に関する収益と費用の対応関係の観点からは、自動車安全部品の１単位当たりの製品ごとに一定額の減価

  償却費を配賦することで、より合理的な費用配分を行い、期間損益計算をより適正に算定することができる

  と判断したことによります。 

   この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が２億２百万円増加し、営業損失、経常損失及

  び税金等調整前四半期純損失が２億２百万円それぞれ減少しております。 

  

２．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更  

   請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に

  関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指 

  針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半

  期連結会計期間に着手した工事契約から、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実

  性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ

  いては工事完成基準を適用しております。 

   これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高が３億47百万円、売上総利益が29百万円それぞれ増加 

  し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が29百万円それぞれ減少しております。 

  

  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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 1,778 2,226

受取手形及び売掛金 10,068 9,383

商品及び製品 1,619 1,667

仕掛品 2,282 2,636

原材料及び貯蔵品 1,261 1,218

繰延税金資産 2,023 1,435

その他 516 692

貸倒引当金 △12 △12

流動資産合計 19,538 19,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,489 7,428

減価償却累計額 △4,307 △4,187

建物及び構築物（純額） 3,182 3,240

機械装置及び運搬具 11,702 11,445

減価償却累計額 △9,362 △8,846

機械装置及び運搬具（純額） 2,339 2,599

工具、器具及び備品 10,119 9,778

減価償却累計額 △9,047 △8,869

工具、器具及び備品（純額） 1,072 908

土地 2,740 2,737

リース資産 40 17

減価償却累計額 △6 △3

リース資産（純額） 34 14

建設仮勘定 408 54

有形固定資産合計 9,777 9,553

無形固定資産 285 298

投資その他の資産   

投資有価証券 1,548 1,461

長期貸付金 21 12

繰延税金資産 1,546 666

その他 215 209

貸倒引当金 △54 △51

投資その他の資産合計 3,276 2,297

固定資産合計 13,340 12,149

資産合計 32,878 31,397



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,605 7,051

短期借入金 280 200

リース債務 12 3

未払金 1,468 1,077

未払法人税等 26 23

未払消費税等 15 5

賞与引当金 115 334

役員賞与引当金 20 0

防災製品補償損失引当金 3,844 2,173

その他の引当金 9 10

その他 919 902

流動負債合計 15,317 11,783

固定負債   

リース債務 42 11

退職給付引当金 1,486 1,413

役員退職慰労引当金 198 154

その他 41 41

固定負債合計 1,769 1,621

負債合計 17,087 13,405

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,388 8,388

資本剰余金 7,431 7,431

利益剰余金 1,175 3,473

自己株式 △741 △738

株主資本合計 16,255 18,554

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △182 △212

為替換算調整勘定 △300 △375

評価・換算差額等合計 △482 △588

少数株主持分 18 26

純資産合計 15,791 17,992

負債純資産合計 32,878 31,397



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 33,651 25,328

売上原価 29,640 23,073

売上総利益 4,010 2,255

販売費及び一般管理費 3,312 2,621

営業利益又は営業損失（△） 698 △365

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 28 17

持分法による投資利益 35 39

受取賃貸料 15 17

為替差益 27 36

貸倒引当金戻入額 27 1

その他 36 55

営業外収益合計 172 170

営業外費用   

支払利息 0 3

賃貸収入原価 19 16

投資事業組合運用損 5 3

租税公課 － 57

その他 3 6

営業外費用合計 29 88

経常利益又は経常損失（△） 841 △283

特別利益 － －

特別損失   

固定資産処分損 19 23

投資有価証券評価損 20 －

ゴルフ会員権評価損 2 －

貸倒引当金繰入額 － 3

貸倒損失 2 －

防災製品補償損失引当金繰入額 2,800 3,300

特別損失合計 2,844 3,327

税金等調整前四半期純損失（△） △2,002 △3,611

法人税、住民税及び事業税 168 34

法人税等調整額 △1,045 △1,488

法人税等合計 △876 △1,454

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7 △1

四半期純損失（△） △1,133 △2,155



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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