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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8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 ％

23年5月期第1四半期 9,148 △12.0 51 7.4 56 △11.9 13 ―

22年5月期第1四半期 10,393 △11.3 47 △71.5 64 △67.6 △15 ―

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

23年5月期第1四半期 1.66 ―

22年5月期第1四半期 △1.86 ―

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

23年5月期第1四半期 19,576 10,894 55.7 1,302.31
22年5月期 20,216 10,971 54.3 1,311.49

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  10,894百万円 22年5月期  10,971百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年5月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年5月期 ―

23年5月期 
（予想）

― ― 10.00 10.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

18,600 △8.2 50 △54.5 40 △64.0 △99 ― △11.80

通期 38,500 △1.4 360 74.8 300 26.1 60 △42.3 7.15



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸
表に対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

※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など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、実際の業績などは様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項など
については、【添付資料】の１ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】の２ページ「その他の情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年5月期1Q 8,435,225株 22年5月期  8,435,225株

② 期末自己株式数 23年5月期1Q  69,622株 22年5月期  69,526株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q 8,365,603株 22年5月期1Q 8,433,100株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の需要回復や国内の各種経済対策の効果などにより

持ち直しの傾向を見せていたものの、欧州など海外経済への懸念、急激な円高の進行や株価の下落など、景気全

体の先行きについては不透明感が高まりました。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、引き続き市場ニーズに迅速に対応した高付加価値商

品の提供を推進し、新製品の開発や流通サービスの向上に努めてまいりました。 

主力の不織布事業につきましては、海外の半導体産業および光学機器メーカーなどの需要が好調であり、海外

を中心に堅調に推移しましたが、家庭紙・日用雑貨事業につきましては、トイレットペーパーやティシュペーパ

ーの販売価格低迷と販売数量の伸び悩みにより、苦戦を強いられました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は91億48百万円（前年同期比12.0％減）、経常利益は56百

万円（前年同期比11.9％減）、四半期純利益は13百万円（前年同期は15百万円の四半期純損失）となりました。

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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６億39百万円減少し、195億76百万円となりました。主な要

因は、「現金及び預金」の減少２億57百万円、「受取手形及び売掛金」の減少５億16百万円であります。 

 （負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて５億62百万円減少し、86億82百万円となりました。主な要因

は、「支払手形及び買掛金」の減少２億45百万円、「未払法人税等」の減少１億11百万円、「役員退職慰労引当

金」の減少75百万円であります。 

 （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76百万円減少し、108億94百万円となりました。主な要因

は、「利益剰余金」の減少69百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会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89百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー減少額が２億86百万円、財務活動によるキャッシ

ュ・フロー減少額が48百万円となり、当第１四半期連結会計期間末の残高は前連結会計年度末に比べ２億60百万円

減少し36億43百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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89百万円（前年同期比86百万円増）となりました。収入の主なものは、「売上債

権の増減額」５億16百万円であり、支出の主な内訳は、「仕入債務の増減額」２億45百万円、「法人税等の支払

額」１億21百万円であります。 

（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２億86百万円（前年同期は33百万円の獲得）となりました。支出の主な内訳は、

「有形固定資産の取得による支出」２億70百万円、「無形固定資産の取得による支出」８百万円であります。 

（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48百万円（前年同期比33百万円減）となりました。収入の主なものは「短期借入

金の純増減額」50百万円であり、支出の主な内訳は、「配当金の支払額」83百万円、「長期借入金の返済による支

出」８百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当連結会計年度の業績予想につきましては、平成22年７月15日公表の数値から変更はありません。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。   

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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１四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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を 

適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年８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22年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,805,886 4,063,380 

受取手形及び売掛金 6,325,870 6,842,215 

有価証券 101,892 101,872 

商品及び製品 1,543,923 1,458,412 

原材料 207,375 220,746 

繰延税金資産 110,241 83,258 

その他 510,731 641,847 

貸倒引当金 △9,443 △11,403 

流動資産合計 12,596,478 13,400,329 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,892,659 4,891,819 

減価償却累計額 △3,047,631 △3,008,253 

建物及び構築物（純額） 1,845,028 1,883,566 

機械装置及び運搬具 414,858 415,101 

減価償却累計額 △351,408 △346,620 

機械装置及び運搬具（純額） 63,449 68,480 

土地 1,852,702 1,852,702 

リース資産 3,450 3,450 

減価償却累計額 △920 △747 

リース資産（純額） 2,530 2,702 

その他 404,702 144,457 

減価償却累計額 △107,059 △105,054 

その他（純額） 297,642 39,402 

有形固定資産合計 4,061,353 3,846,854 

無形固定資産   

のれん 187,474 198,502 

リース資産 65,672 71,509 

その他 105,047 105,131 

無形固定資産合計 358,194 375,144 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,660,578 1,679,941 

長期貸付金 41,144 41,820 

繰延税金資産 19,476 24,140 

その他 986,995 992,324 

貸倒引当金 △147,445 △144,432 

投資その他の資産合計 2,560,750 2,593,794 

固定資産合計 6,980,298 6,815,793 

資産合計 19,576,777 20,216,123 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年８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22年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,212,563 4,457,948 

短期借入金 950,000 900,000 

1年内返済予定の長期借入金 124,094 129,115 

1年内償還予定の社債 400,000 400,000 

リース債務 24,159 24,030 

未払法人税等 26,161 137,237 

賞与引当金 98,992 54,119 

役員賞与引当金 － 1,600 

その他 719,386 951,765 

流動負債合計 6,555,358 7,055,817 

固定負債   

社債 800,000 800,000 

長期借入金 802,481 805,989 

リース債務 45,802 51,890 

繰延税金負債 206,219 182,817 

退職給付引当金 169,224 168,387 

役員退職慰労引当金 73,000 148,000 

その他 30,118 31,723 

固定負債合計 2,126,847 2,188,808 

負債合計 8,682,205 9,244,626 

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 8,070,919 8,140,706 

自己株式 △81,973 △81,859 

株主資本合計 10,686,128 10,756,029 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 208,443 215,467 

評価・換算差額等合計 208,443 215,467 

純資産合計 10,894,571 10,971,496 

負債純資産合計 19,576,777 20,216,123 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 10,393,409 9,148,005 

売上原価 8,802,909 7,596,604 

売上総利益 1,590,499 1,551,400 

販売費及び一般管理費 1,542,822 1,500,200 

営業利益 47,677 51,200 

営業外収益   

受取利息 959 932 

受取配当金 27,942 28,144 

仕入割引 5,927 5,902 

持分法による投資利益 － 643 

その他 12,310 4,204 

営業外収益合計 47,140 39,827 

営業外費用   

支払利息 13,663 11,008 

売上割引 835 826 

為替差損 8,799 21,488 

持分法による投資損失 4,516 － 

その他 2,393 754 

営業外費用合計 30,208 34,078 

経常利益 64,608 56,949 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,457 464 

固定資産売却益 83,863 － 

その他 1,262 － 

特別利益合計 86,583 464 

特別損失   

固定資産売却損 6,535 － 

固定資産除却損 34,949 7,525 

投資有価証券評価損 － 13,365 

その他 － 450 

特別損失合計 41,485 21,340 

税金等調整前四半期純利益 109,707 36,073 

法人税、住民税及び事業税 65,506 16,856 

法人税等調整額 59,880 5,346 

法人税等合計 125,387 22,203 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 13,870 

少数株主利益 － － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,680 13,870 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８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 109,707 36,073 

減価償却費 65,217 57,915 

のれん償却額 11,077 11,027 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,359 1,052 

賞与引当金の増減額（△は減少） 55,143 44,873 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 △1,600 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,308 836 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,848 △75,000 

受取利息及び受取配当金 △28,902 △29,076 

支払利息 13,663 11,008 

為替差損益（△は益） 7,753 15,708 

持分法による投資損益（△は益） 4,516 △643 

有形固定資産売却損益（△は益） △77,327 － 

有形固定資産除却損 34,949 7,525 

投資有価証券評価損益（△は益） － 13,365 

売上債権の増減額（△は増加） △314,939 516,344 

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,958 △72,140 

仕入債務の増減額（△は減少） 406,913 △245,385 

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,702 △30,898 

その他の資産の増減額（△は増加） △113,023 129,705 

その他の負債の増減額（△は減少） △85,684 △189,110 

その他 △1,405 △6,653 

小計 30,225 194,929 

利息及び配当金の受取額 28,887 29,063 

利息の支払額 △11,672 △13,077 

法人税等の支払額 △44,038 △121,279 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,402 89,635 

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 △5,845 △270,945 

有形固定資産の売却による収入 94,400 － 

無形固定資産の取得による支出 △8,342 △8,687 

投資有価証券の取得による支出 △4,380 △4,645 

貸付金の回収による収入 1,734 1,747 

定期預金の預入による支出 △42,250 △3,000 

長期前払費用の取得による支出 △210 △250 

その他 △1,600 △300 

投資活動によるキャッシュ・フロー 33,506 △286,079 
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31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） 50,000 50,000 

長期借入金の返済による支出 △11,032 △8,529 

社債の償還による支出 △37,500 － 

自己株式の取得による支出 △152 △113 

配当金の支払額 △77,364 △83,719 

リース債務の返済による支出 △5,834 △5,959 

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,883 △48,322 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,753 △15,708 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,727 △260,475 

現金及び現金同等物の期首残高 3,574,633 3,903,591 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,521,905 3,643,116 
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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