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1. 平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日）

 (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3月期第3四半期 8,929 10.0 472 ― 431 ― 194 ―

22年3月期第3四半期 8,120 △14.9 △355 ― △311 ― △1,644 ―

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3月期第3四半期 7.25 ―

22年3月期第3四半期 △61.27 ―

 (2) 連結財政状態

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3月期第3四半期 27,841 16,350 58.7 609.45

22年3月期 28,720 16,478 57.4 614.13

(参考) 自己資本 23年3月期第3四半期 16,350百万円 22年3月期 16,478百万円

2. 配当の状況

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3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期(予想) 4.00 4.00

3. 平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 11,900 7.4 610 ― 510 ― 350 ― 13.05



  

 

 
(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） 

 
  

  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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及び合理的

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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (    ―    )、除外   ―社 (    ―    )

(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
 

 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3月期3Ｑ 29,835,758株 22年3月期 29,835,758株

② 期末自己株式数 23年3月期3Ｑ 3,007,080株 22年3月期 3,003,686株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Ｑ 26,830,173株 22年3月期3Ｑ 26,834,483株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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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、新興国を中心とした海外経済の改善を背景に輸出が

緩やかに増加し生産も持ち直すなど一部に回復の兆しが見られましたが、失業率が高水準で推移し、円高

基調が継続するなど先行き不透明感が強まりました。 

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、紙・板紙の需要は下げ止まりつ

つあるものの、引き続き厳しい状況で推移しました。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は8,929百万円（前年同期比10.0％増）となりまし

た。損益の状況につきましては、売上高の増加に加え徹底的なコスト削減対策によりまして、連結営業利

益は472百万円（前年同期は連結営業損失355百万円）、連結経常利益は431百万円（前年同期は連結経常

損失311百万円）となりました。また、投資有価証券評価損及び減損損失等を特別損失に計上したことに

より、四半期純利益は194百万円（前年同期は四半期純損失1,644百万円）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。 

＜抄紙用具関連事業＞ 

（日本） 

内需につきましては、厳しい市場環境の中、懸命な受注活動が奏功し、抄紙用フエルト及び抄紙用

ベルトともに販売数量は増加いたしました。輸出につきましては、積極的な拡販活動が奏功し、抄紙

用フエルト及び抄紙用ベルトともに販売数量は増加いたしました。この結果、売上高は6,343百万円

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増加したことにより、売上高は659百万円とな

りました。 

（欧州） 

抄紙用フエルトの販売数量は減少いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量が増加したことによ

り、売上高は1,119百万円となりました。 

（中国） 

抄紙用フエルトの販売数量は増加いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量が減少したことによ

り、売上高は289百万円となりました。 

＜工業用事業＞ 

内需及び輸出ともに販売数量が増加し、売上高は517百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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879百万円減少し、

27,841百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が379百万円増加した一方、有形固定資

産が870百万円、投資有価証券が275百万円それぞれ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752百万円減少し、11,490百万円となりました。これは

主として固定負債のリース債務が1,116百万円増加した一方、短期借入金が2,087百万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127百万円減少し、16,350百万円となりました。これ

は主として為替換算調整勘定が115百万円、その他有価証券評価差額金が98百万円それぞれ減少したこと

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43百万円増加し、

2,076百万円（前年度末比2.1％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、税金等調整前四半期純利益165百万円を計上したほか、減価

償却費を源泉とした収入1,113百万円などにより1,430百万円の収入（前年同期比1,061百万円の収入

増）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、有形固定資産の取得による支出258百万円などにより、261百

万円の支出（前年同期比1,726百万円の支出減）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、セール・アンド・リースバック取引による収入1,469百万円

がある一方、短期借入金の減少による支出2,048百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出

206百万円、長期借入金の返済による支出195百万円などにより1,088百万円の支出（前年同期は1,931百

万円の収入）となりました。 

  

通期（平成22年4月1日から平成23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10月28日

に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売上高11,900百万円、営業利益610

百万円、経常利益510百万円、当期純利益350百万円を見込んでおります。 

  

(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。 

  

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」（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。 

これにより、営業利益及び経常利益が1,436千円、税金等調整前四半期純利益は15,050千円減少し

ています。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,076,388 2,032,934

受取手形及び売掛金 4,662,177 4,282,977

商品及び製品 1,801,798 1,892,842

仕掛品 803,452 854,515

原材料及び貯蔵品 343,657 341,597

繰延税金資産 115,413 67,258

未収還付法人税等 46,269 －

その他 136,526 221,025

貸倒引当金 △10,240 △19,921

流動資産合計 9,975,445 9,673,229

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,051,971 8,357,518

リース資産（純額） 2,996,627 1,807,433

その他（純額） 3,942,365 5,696,752

有形固定資産合計 14,990,965 15,861,704

無形固定資産 180,044 215,355

投資その他の資産

投資有価証券 2,606,047 2,881,090

繰延税金資産 22,625 16,963

その他 134,927 142,040

貸倒引当金 △68,766 △69,456

投資その他の資産合計 2,694,833 2,970,637

固定資産合計 17,865,843 19,047,698

資産合計 27,841,288 28,720,927
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 750,666 576,521

短期借入金 1,945,588 4,033,544

リース債務 340,007 196,862

未払法人税等 50,073 41,437

賞与引当金 159,463 265,106

その他 901,905 700,250

流動負債合計 4,147,705 5,813,722

固定負債

長期借入金 690,000 885,000

リース債務 2,849,473 1,733,062

退職給付引当金 2,126,696 2,065,157

その他 1,676,586 1,745,641

固定負債合計 7,342,756 6,428,860

負債合計 11,490,462 12,242,583

純資産の部

株主資本

資本金 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,323,015 2,323,218

利益剰余金 11,505,885 11,419,001

自己株式 △1,061,342 △1,060,985

株主資本合計 16,362,362 16,276,037

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 237,044 335,144

為替換算調整勘定 △248,580 △132,838

評価・換算差額等合計 △11,535 202,306

純資産合計 16,350,826 16,478,344

負債純資産合計 27,841,288 28,720,927
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

売上高 8,120,795 8,929,387

売上原価 5,795,611 5,942,128

売上総利益 2,325,183 2,987,259

販売費及び一般管理費 2,680,403 2,514,724

営業利益又は営業損失（△） △355,220 472,534

営業外収益

受取配当金 66,661 64,421

助成金収入 75,476 －

その他 31,197 47,406

営業外収益合計 173,335 111,828

営業外費用

支払利息 85,198 122,176

その他 44,571 31,168

営業外費用合計 129,769 153,345

経常利益又は経常損失（△） △311,654 431,017

特別損失

投資有価証券評価損 － 149,045

減損損失 － 102,964

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,614

早期割増退職金 10,353 －

特別損失合計 10,353 265,623

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（△）

△322,008 165,393

法人税、住民税及び事業税 50,314 89,294

過年度法人税等 15,841 －

法人税等調整額 1,255,935 △118,386

法人税等合計 1,322,091 △29,091

少数株主損益調整前四半期純利益 － 194,485

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,644,099 194,485
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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（△）

△322,008 165,393

減価償却費 1,010,337 1,113,642

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,614

減損損失 － 102,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,164 △10,370

賞与引当金の増減額（△は減少） △174,170 △105,643

退職給付引当金の増減額（△は減少） △29,903 61,538

受取利息及び受取配当金 △68,571 △65,496

支払利息 85,198 122,176

為替差損益（△は益） 6,499 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 149,045

売上債権の増減額（△は増加） △98,244 △498,709

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,924 62,592

仕入債務の増減額（△は減少） 179,300 249,336

その他 △62,831 183,858

小計 518,366 1,543,943

利息及び配当金の受取額 68,571 65,496

利息の支払額 △81,720 △117,532

法人税等の支払額 △135,682 △61,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,534 1,430,694

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 △1,988,983 △258,476

その他 530 △3,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,988,452 △261,931

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） 172,170 △2,048,864

長期借入金の返済による支出 △90,000 △195,000

セール・アンド・リースバックによる収入 1,990,508 1,469,208

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △60,913 △206,534

配当金の支払額 △80,198 △107,150

その他 △371 △559

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,931,195 △1,088,901

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,753 △36,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 331,031 43,454

現金及び現金同等物の期首残高 1,910,876 2,032,934

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,241,907 2,076,388
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該当事項はありません。 

  

 
(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

【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
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第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ

ているものであります。 

 当社グループは、抄紙用具関連事業及び工業用事業の製造・販売を行っており、抄紙用具関連事

業については、日本（当社）・北米（イチカワ・ノース・アメリカ・コーポレーション）・欧州

（イチカワ・ヨーロッパGmbH）・中国（宜紙佳造紙脱水器材貿易（上海）有限公司）に販売拠点を

置き、事業活動を展開しております。工業用事業については、主に株式会社イチカワテクノファブ

リクスが販売を担当しております。各会社は、それぞれ独立した経営単位であり、各会社において

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、本社及び連結子会社を基礎とした販売地域又は製品別事業セグメ

ントから構成されており、事業活動の内容及び経営環境に関して適切な情報を提供するため、販売

地域ごとに製品の要素が概ね類似する複数の事業セグメントを集約し、「抄紙用具関連事業（日

本・北米・欧州・中国）」及び「工業用事業」の5つを報告セグメントとしております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第3四半期連結累計期間(自  平成22年4月1日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １  セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,189,228千円には、セグメント間消去10,933千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△1,074,293千円、棚卸資産の調整額△61,502千円、為替レート差額△

52,957千円、貸倒引当金の修正等△11,407千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない管理部門に係る費用であります。 

２  セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

【セグメント情報】

(追加情報)

  (単位：千円)

報告セグメント
 

調整額  
(注)１ 

 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国

売上高

  外部顧客への売上高 6,343,754 659,519 1,119,258 289,828 517,026 8,929,387 ― 8,929,387

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

1,510,535 ― ― 128,794 14,561 1,653,892 (1,653,892) ―

計 7,854,290 659,519 1,119,258 418,623 531,588 10,583,279 (1,653,892) 8,929,387

セグメント利益又は 
損失(△)

1,524,731 12,373 95,324 47,392 △18,058 1,661,762 (1,189,228) 472,534

(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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