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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 33,136 △17.2 1,310 △35.6 1,583 △37.9 1,030 △2.6

21年3月期第3四半期 40,037 ― 2,035 ― 2,548 ― 1,057 ―

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 15.88 15.87
21年3月期第3四半期 16.30 16.29

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 53,048 33,636 63.4 518.19
21年3月期 52,619 33,824 63.7 516.33

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  33,631百万円 21年3月期  33,496百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 4.00 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 8.00

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  有  
 

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 45,200 △10.0 1,600 20.8 1,920 0.8 1,200 78.5 19.53
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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、6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 

 当社は平成22年1月20日に開示のとおり、公開買付けによって自己株式14,999,605株を取得しております。１株当たり当期純利益の分母となる期中平均
株式数は今回の自己株式取得分を調整して算出しております。 
 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の
業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、6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下さい。 

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3四半期 65,140,945株 21年3月期  65,140,945株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  239,506株 21年3月期  266,606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 64,889,995株 21年3月期第3四半期 64,898,707株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）の経済環境は、各国政府による経済

対策効果などにより、景気に持ち直しの動きは見られるものの、雇用情勢の悪化や企業収益の減少、デフレ

の影響など、引き続き先行き不透明感は強く、当社グループを取り巻く経営環境は依然厳しい状況で推移し

ております。  

 このような状況下、当社グループは、昨年２月に設置した経営改革委員会を中心に、収益構造を抜本的に

見直し、継続的に収益の確保ができるよう、業務・費用効率化の徹底、在庫の圧縮、生産効率の更なる改

善、財務面での強化など緊急対策を推進した結果、一定の効果を上げることができました。また、事業構造

の再構築、新規技術による高機能化のさらなる推進と用途拡大、生産体制の適正化、経営資源の効率的運用

などの必須課題についても引き続き積極的に取り組み、企業価値の向上に努めております。 

 当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、一部市場環境に回復の兆しが見られたものの、年度前半にお

ける設備投資抑制や在庫調整に伴う受注減および円高などの影響により、331億3千6百万円 (前年同期比

17.2％減)になり、連結経常利益は15億8千3百万円(前年同期比37.9％減)、連結四半期純利益は10億3千万円

(前年同期比2.6％減)になりました。  

 
(注) 在外関係会社の現地通貨建業績を円貨に換算するための主な為替レート 

   期中平均：平成21年1月～9月は94.96円/米ドル（前年同期 105.85円/米ドル）です。 

  

 
(注) 在外関係会社の現地通貨建業績を円貨に換算するための主な為替レート 

   期中平均：平成21年1月～9月は94.96円/米ドル（前年同期 105.85円/米ドル）です。 

・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

平成20年12月期
(4月～12月） 
（百万円）

平成21年12月期
（4月～12月） 
（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

売上高 40,037 33,136 △17.2 △15.5

営業利益 2,035 1,310 △35.6 △33.8

経常利益 2,548 1,583 △37.9 △34.0

四半期純利益 1,057 1,030 △2.6 5.8

部門別の概況

部門別販売高
平成20年12月期
（4月～12月） 
（百万円）

平成21年12月期
（4月～12月） 
（百万円）

増減比（％）

為替影響排除後

《不織布関連事業》

衣料・メディカル資材部門 8,169 7,930 △2.9 △2.9

産業資材部門 7,276 6,981 △4.1 △4.1

自動車資材部門 17,146 12,244 △28.6 △24.5

空調資材部門 6,311 5,027 △20.3 △20.3

不織布関連事業計 38,904 32,183 △17.3 △15.5

《その他の事業》

その他の事業 1,133 952 △16.0 △16.0

その他の事業計 1,133 952 △16.0 △16.0

合 計 40,037 33,136 △17.2 △15.5
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①衣料・メディカル資材部門（売上高79億3千万円、前年同期比2.9％減） 

不織布・織編芯地は、大手アパレルメーカーなどの副資材の現地調達化が活発になっていること、

および衣料品の店頭販売不振による販売数量の減少が影響し、前年同期を大きく下回りました。中綿

は、ホビー用の販売が堅調に推移したものの、防寒衣料用の販売が減少し、前年同期を下回りまし

た。 

 貼付薬基布のうちパップ用は、市場縮小の影響を受けて、前年同期を下回りましたが、プラスター

用は、市場が拡大傾向にあることから前年同期を上回りました。産業用防じんマスクは、自動車関連

を中心とした需要減により販売が縮小しましたが、新型インフルエンザ対策用でＮ９５マスク、二つ

折りマスクなどが企業備蓄向けや一般消費者向けに販売が大幅に増加し、マスク全体として前年同期

を大きく上回りました。 

  

②産業資材部門（売上高69億8千1百万円、前年同期比4.1％減） 

ハイブリッド自動車用二次電池セパレータは、国内のエコカー減税・補助金の実施に加え、北米で

の新車買替え助成制度が実施され、ハイブリッド自動車の需要が増加したこと、および年度後半から

の新車種の販売好調などにより、前年同期を大きく上回りました。一般用途向けニッケル水素電池用

セパレータは、国内外の取引先による在庫調整が終了しつつあること、乾電池代替の充電池用途の需

要回復およびポータブル家電製品への用途拡大などにより販売が増加し、前年同期を上回りました。

ニカド電池用セパレータは、北米の住宅着工件数減少などによる電動工具用途の需要減少などによ

り、前年同期を大きく下回りました。  

 複写機用クリーニングロールは、企業の経費削減による複写機の販売不振の影響により、前年同期

を大きく下回りました。液体ろ過材は、国内電子業界の不振やビバレッジ用途の低迷により前年同期

を大きく下回りました。  

  

③自動車資材部門（売上高122億4千4百万円、前年同期比28.6％減） 

自動車用フロアマットは、国内では、エコカー減税・補助金の実施による自動車販売台数の回復に

より販売が持ち直し前年同期を上回りました。北米（1～9月）においては、自動車販売台数減少およ

び円高などの影響により前年同期を大きく下回りました。自動車用フロアマット事業全体としては、

前年同期を大きく下回りました。 

 自動車用天井材は、国内自動車メーカー各社の輸出を含めた生産台数減少が影響し、前年同期を大

きく下回りました。  

  

④空調資材部門（売上高50億2千7百万円、前年同期比20.3％減） 

汎用エアフィルタおよびビル用・産業用中高性能エアフィルタは、交換周期延長、市場価格の大幅

な下落および新規設備投資物件の減少などが影響し、前年同期を大きく下回りました。機器内蔵用フ

ィルタは、市場環境の低迷により、前年同期を大きく下回りました。クリーンルーム機器は、企業の

新規設備投資抑制などが影響し、前年同期を大きく下回りました。自動車用キャビンエアフィルタ

は、国内自動車販売に持ち直しの動きは見られるものの、昨年来の在庫調整やリピート市場の低迷な

どの影響で販売が減少し、前年同期を大きく下回りました。 

  

受取ロイヤルティ、販売コミッションおよび関係会社向け原料販売などのその他事業は、前年同期

を大きく下回りました。 

  

(ⅰ）不織布関連事業

（ⅱ）その他の事業（売上高9億5千2百万円、前年同期比16.0％減）
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衣料・メディカル資材部門は、マスクなど一部の製品の販売が好調に推移したものの、他の製品の

販売減少により前年同期比微減になりました。産業資材、自動車資材および空調資材部門の販売は、

一部回復の動きは見られるものの、市場環境の低迷などにより減少しました。全体として売上高は前

年同期比11.1%減の270億8千8百万円になりました。営業利益は高付加価値品の販売増ならびに原料費

および経費の削減などにより、前年同期比2.1％増の9億5千5百万円になりました。 

  

北米（1～9月）における自動車販売台数減少および円高の影響などにより自動車用フロアマットの

販売が減少し、売上高は前年同期比36.8％減の60億7千5百万円、営業利益は前年同期比71.0％減の3

億1千1百万円になりました。  

  

中国（1～9月）では、日本向け自動車用フロアマットの販売が減少し、売上高は前年同期比34.7％

減の5億7千3百万円、営業利益は前年同期比50.2％減の2千万円になりました。 

  

（1）資産 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、530億4千8百万円と前連結会計年度末に比べ4億2千8

百万円の増加になりました。  

 流動資産の増加（前連結会計年度末比21億8千9百万円の増加）は、たな卸資産が減少したものの主に現

金及び預金、受取手形及び売掛金がそれぞれ増加したことなどによるものです。  

 固定資産の減少（前連結会計年度末比17億6千1百万円の減少）は主に設備投資を抑制する一方償却が進

んだこと、および不動産の売却により有形固定資産が減少したことなどによるものです。  

  

（2）負債 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、194億1千1百万円と前連結会計年度末に比べ6億1千5

百万円の増加になりました。  

 流動負債の増加（前連結会計年度末比9億2千2百万円の増加）は、短期借入金、賞与引当金が減少した

ものの、主に支払手形及び買掛金が増加したことなどによるものです。  

 固定負債の減少（前連結会計年度末比3億7百万円の減少）は、主に長期借入金、役員退職慰労引当金が

それぞれ減少したことなどによるものです。  

  

（3）純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、336億3千6百万円と前連結会計年度末に比べ1億8

千7百万円の減少になりました。  

 利益剰余金は増加したものの、連結範囲の変更に伴い少数株主持分が減少したことなどによるもので

す。  

  

所在地別の概況

(ⅰ）日本

(ⅱ）北米

(ⅲ）アジア

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の経済情勢につきましては、各国政府の経済対策効果などにより世界的不況の底打ちの兆しはある

ものの、デフレーション、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など、景気を下押しす

るリスクは払拭されず依然先行き不透明な状況です。  

 当社を取り巻く環境も、引き続き厳しい状況ではありますが、自動車用を含めた二次電池セパレータ中

心に、一部の製品については引き続き堅調に推移するものと予想されます。  

  また、この厳しい環境を、当社グループにとって事業構造変革の好機と捉え、経営改革委員会で策定い

たしました、短期的、長期的諸施策の実施を通し、強固な収益体質の構築を継続的な目標としてまいりま

す。  

  一方で、経営の効率性と透明性をより向上させるために、コーポレートガバナンスおよびコンプライア

ンス体制の一層の充実を図ってまいります。  

 通期連結業績予想につきましては、自動車資材部門、産業資材部門が好調に推移していることに加え、

収益構造の見直しによるコスト削減の結果、売上高及び全ての利益において前回公表（平成21年10月29

日）を上回る見込みになりました。以上のことを踏まえ、通期業績予想を連結売上高452億円(前期比

10.0%減)、連結営業利益16億円（前期比20.8%増）、連結経常利益19億2千万円(前期比0.8%増)、連結当期

純利益12億円(前期比78.5%増)に変更しております。  

  

 該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分す

る方法により算定しております。 

  

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：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 8,784 7,320

受取手形及び売掛金 10,902 8,901

商品及び製品 3,973 4,664

仕掛品 776 605

原材料及び貯蔵品 1,520 1,651

その他 1,425 2,050

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 27,378 25,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,405 7,878

機械装置及び運搬具（純額） 5,101 5,519

土地 3,516 4,076

その他（純額） 804 1,007

有形固定資産合計 16,827 18,482

無形固定資産   

無形固定資産合計 359 369

投資その他の資産   

投資有価証券 3,963 3,912

その他 4,550 4,715

貸倒引当金 △32 △50

投資その他の資産合計 8,481 8,577

固定資産合計 25,669 27,430

資産合計 53,048 52,619
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（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 4,740 3,162

短期借入金 5,081 5,366

1年内返済予定の長期借入金 107 147

未払法人税等 54 29

賞与引当金 348 592

役員賞与引当金 27 64

その他 2,224 2,296

流動負債合計 12,583 11,660

固定負債   

長期借入金 3,289 3,416

退職給付引当金 2,154 2,182

役員退職慰労引当金 16 67

偶発損失引当金 83 83

その他 1,284 1,385

固定負債合計 6,827 7,135

負債合計 19,411 18,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,816 9,816

資本剰余金 7,492 7,493

利益剰余金 19,269 19,148

自己株式 △115 △128

株主資本合計 36,462 36,329

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88 94

繰延ヘッジ損益 △1 △1

為替換算調整勘定 △2,917 △2,925

評価・換算差額等合計 △2,831 △2,833

新株予約権 5 14

少数株主持分 － 312

純資産合計 33,636 33,824

負債純資産合計 53,048 52,619
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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：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 40,037 33,136

売上原価 31,520 26,035

売上総利益 8,517 7,101

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 6,481 5,790

営業利益 2,035 1,310

営業外収益   

受取配当金 71 40

持分法による投資利益 331 200

受取補償金 100 －

その他 158 150

営業外収益合計 661 391

営業外費用   

支払利息 73 79

支払補償費 37 －

その他 37 39

営業外費用合計 148 118

経常利益 2,548 1,583

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 18

固定資産売却益 20 21

投資有価証券売却益 17 －

その他 2 －

特別利益合計 39 40

特別損失   

固定資産除却損 62 29

たな卸資産評価損 56 －

減損損失 250 22

偶発損失引当金繰入額 83 －

その他 4 12

特別損失合計 457 64

税金等調整前四半期純利益 2,131 1,560

法人税、住民税及び事業税 505 263

法人税等調整額 551 261

法人税等合計 1,056 525

少数株主利益 16 4

四半期純利益 1,057 1,030
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該当事項はありません。 

  

  

当社および連結子会社は、不織布製品・その付属品等の製造、加工、販売の事業を行っておりま

す。当第３四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計の金額

に占める「不織布関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

  

当社および連結子会社は、不織布製品・その付属品等の製造、加工、販売の事業を行っておりま

す。当第３四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計の金額

に占める「不織布関連事業」の割合がいずれも90％を超えているため、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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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)
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(注) １ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域  

  (1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。  

  (2) 日本以外の区分に属する主な国または地域……北 米：米国  

                           アジア：中国  

２ 第１四半期連結会計期間より、当社および国内連結子会社は「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。  

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益は73百万円減少しております。  

  

 
(注) 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 

    (1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

    (2) 日本以外の区分に属する主な国または地域……北 米：米国 

                      アジア：中国 
  
  

【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 
(百万円)

北米
(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

30,330 9,613 94 40,037 ― 40,037

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

134 ― 785 919 (919) ―

計 30,465 9,613 879 40,957 (919) 40,037

営業利益 935 1,076 41 2,052 (17) 2,035

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 
(百万円)

北米
(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

26,992 6,075 68 33,136 ― 33,136

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

96 ― 505 601 (601) ―

計 27,088 6,075 573 33,737 (601) 33,136

営業利益 955 311 20 1,287 23 1,310
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(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。  

       ２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域  

         (1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。  

         (2) 各区分に属する主な国または地域……アジア：中国、香港、台湾、韓国他  

                            北 米：米国、カナダ  

                            その他の地域：オーストラリア、ドイツ他  

  

 
(注) １ 海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 

(1) 国または地域の区分の方法……地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国または地域……アジア：中国、香港、台湾、韓国他 

                   北 米：米国、カナダ 

                   その他の地域：オーストラリア、ドイツ他 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

【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)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,727 9,768 244 13,740

Ⅱ 連結売上高(百万円) 40,037

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.3 24.4 0.6 34.3

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)

アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,263 6,273 266 9,802

Ⅱ 連結売上高(百万円) 33,136

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.9 18.9 0.8 29.6

(5) 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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