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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23年2月28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3四半期 27,323 △8.4 △50 ― △27 ― △222 ―

22年5月期第3四半期 29,814 △5.8 114 ― 139 ― 22 ―

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3四半期 △26.60 ―

22年5月期第3四半期 2.73 ―

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3四半期 19,112 10,738 56.2 1,283.63
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3四半期  10,738百万円 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、対前期増減率）

（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

通期 36,200 △7.3 △160 ― △170 ― △425 ― △50.87



(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が実施中です。 

※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等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、
実際の業績等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条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、【添付資料】の２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】P.３「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3Q 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3Q  69,824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3Q 8,365,536株 22年5月期3Q 8,403,464株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

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

ち直しの傾向が見られたものの、依然として本格的な回復基調には至らず、円高傾向や資源価格の高騰などによ

り、景気全体の先行きについても不透明な状況のまま推移しました。 

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比較的好調であり、

海外を中心に業績は堅調に推移しました。 

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、引き続き苦戦を強いられました。また、昨年の新型インフルエンザの流行によりマスク等の衛生商

品の取扱いが拡大しましたが、その後の需要低迷と市場価格の下落による収益性低下に伴い、保有する在庫の評価

損を計上したこともあり、業績は非常に厳しい状況となりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は273億23百万円（前年同期比8.4％減）、経常損失は27百万

円（前年同期は１億39百万円の経常利益）、四半期純損失は２億22百万円（前年同期は22百万円の四半期純利益）

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11億４百万円減少し、191億12百万円となりました。主な要因

は、「現金及び預金」の減少11億56百万円、「受取手形及び売掛金」の減少３億25百万円であります。 

（負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて８億70百万円減少し、83億74百万円となりました。主な要因

は、「支払手形及び買掛金」の減少３億45百万円、「社債」の減少２億円、「長期借入金」の減少１億５百万円で

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２億33百万円減少し、107億38百万円となりました。主な要

因は、「利益剰余金」の減少３億６百万円、「その他有価証券評価差額金」の増加73百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累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・フロー減少額が３億42百万円、投資活動によるキャッシュ・フロー減少額が６億24百万円、財務活動によるキ

ャッシュ・フロー減少額が１億74百万円となり、当第３四半期連結会計期間末の残高は前連結会計年度末に比べ11

億63百万円減少し27億39百万円となりました。  

 当第３四半期連結累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） 

 営業活動の結果使用した資金は３億42百万円（前年同期は10億40百万円の獲得）となりました。収入の主なもの

は、「売上債権の増減額」３億25百万円であり、支出の主な内訳は、「仕入債務の増減額」３億45百万円、「法人

税等の支払額」１億76百万円、「貸倒引当金の増減額」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６億24百万円（前年同期比５億68百万円増）となりました。収入の主なものは、

「有形固定資産の売却による収入」82百万円であり、支出の主な内訳は、「有形固定資産の取得による支出」６億

76百万円、「保険積立金の積立による支出」46百万円であります。 

（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１億74百万円（前年同期比６億26百万円減）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、「社債の償還による支出」１億円、「配当金の支

払額」83百万円であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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23年１月７日公表の数値から変更しておりません。 

 なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による業績への影響につきましては、現在調査中であり、現時

点では直接的な影響は軽微であると認識しておりますが、重大な影響が見込まれる場合には速やかに開示いたしま

す。 

  

（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３四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  

 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、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失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 

 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、これによる経常損失及び税金等調整前四半期純損失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３四半期連結会計期間末 
(平成23年２月28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 2,907,226 4,063,380 

受取手形及び売掛金 6,516,762 6,842,215 

有価証券 101,930 101,872 

商品及び製品 1,276,059 1,458,412 

原材料 233,679 220,746 

繰延税金資産 57,152 83,258 

その他 893,012 641,847 

貸倒引当金 △9,926 △11,403 

流動資産合計 11,975,896 13,400,329 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,419,798 4,891,819 

減価償却累計額 △3,007,531 △3,008,253 

建物及び構築物（純額） 2,412,267 1,883,566 

機械装置及び運搬具 432,457 415,101 

減価償却累計額 △363,435 △346,620 

機械装置及び運搬具（純額） 69,022 68,480 

土地 1,760,344 1,852,702 

リース資産 3,450 3,450 

減価償却累計額 △1,265 △747 

リース資産（純額） 2,185 2,702 

その他 139,860 144,457 

減価償却累計額 △109,407 △105,054 

その他（純額） 30,452 39,402 

有形固定資産合計 4,274,271 3,846,854 

無形固定資産   

のれん 165,418 198,502 

リース資産 53,997 71,509 

その他 111,120 105,131 

無形固定資産合計 330,537 375,144 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,783,077 1,679,941 

長期貸付金 38,173 41,820 

繰延税金資産 20,958 24,140 

その他 714,028 992,324 

貸倒引当金 △24,872 △144,432 

投資その他の資産合計 2,531,366 2,593,794 

固定資産合計 7,136,175 6,815,793 

資産合計 19,112,071 20,216,123 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成23年２月28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 4,112,068 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 212,852 129,115 

1年内償還予定の社債 500,000 400,000 

リース債務 24,418 24,030 

未払法人税等 72,498 137,237 

賞与引当金 116,479 54,119 

役員賞与引当金 － 1,600 

その他 578,461 951,765 

流動負債合計 6,566,777 7,055,817 

固定負債   

社債 600,000 800,000 

長期借入金 700,000 805,989 

リース債務 33,528 51,890 

繰延税金負債 250,722 182,817 

退職給付引当金 117,386 168,387 

役員退職慰労引当金 80,050 148,000 

その他 25,556 31,723 

固定負債合計 1,807,242 2,188,808 

負債合計 8,374,020 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 7,834,502 8,140,706 

自己株式 △82,200 △81,859 

株主資本合計 10,449,484 10,756,029 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 288,566 215,467 

評価・換算差額等合計 288,566 215,467 

純資産合計 10,738,050 10,971,496 

負債純資産合計 19,112,071 20,216,123 
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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６月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成23年２月28日) 

売上高 29,814,143 27,323,560 

売上原価 24,987,336 22,983,166 

売上総利益 4,826,806 4,340,393 

販売費及び一般管理費 4,712,795 4,391,235 

営業利益又は営業損失（△） 114,010 △50,841 

営業外収益   

受取利息 2,471 2,300 

受取配当金 39,068 52,481 

仕入割引 19,476 22,464 

持分法による投資利益 － 1,750 

その他 37,251 17,969 

営業外収益合計 98,268 96,965 

営業外費用   

支払利息 38,774 32,551 

売上割引 2,083 2,375 

為替差損 16,068 28,948 

社債発行費 1,959 － 

持分法による投資損失 3,054 － 

その他 10,466 9,605 

営業外費用合計 72,406 73,481 

経常利益又は経常損失（△） 139,872 △27,357 

特別利益   

固定資産売却益 83,863 2,265 

貸倒引当金戻入額 5,533 37,704 

保険返戻金 999 53,057 

受取保険金 888,474 － 

その他 200 6,555 

特別利益合計 979,070 99,581 

特別損失   

固定資産売却損 6,535 － 

固定資産除却損 35,179 4,435 

投資有価証券評価損 23,778 33,759 

災害による損失 803,327 － 

事業構造改善費用 － 56,797 

退職給付制度改定損 － 32,277 

その他 6,881 1,570 

特別損失合計 875,702 128,839 

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（△）

243,240 △56,615 

法人税、住民税及び事業税 209,851 117,829 

法人税等調整額 10,488 48,101 

法人税等合計 220,340 165,931 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △222,546 

少数株主利益 － － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,900 △222,546 
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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６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成23年２月28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（△）

243,240 △56,615 

減価償却費 186,781 181,093 

のれん償却額 33,183 33,083 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29,418 △121,037 

賞与引当金の増減額（△は減少） 71,449 62,359 

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） △10,258 △51,001 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,608 △67,950 

受取利息及び受取配当金 △41,539 △54,781 

支払利息 38,774 32,551 

為替差損益（△は益） 10,938 22,626 

持分法による投資損益（△は益） 3,054 △1,750 

保険返戻金 △999 △53,057 

有形固定資産売却損益（△は益） △77,327 △2,265 

有形固定資産除却損 35,179 4,435 

投資有価証券評価損益（△は益） 23,778 33,759 

受取保険金 △888,474 － 

災害損失 803,327 － 

事業構造改善費用 － 56,797 

社債発行費 1,959 － 

売上債権の増減額（△は増加） 221,731 325,453 

たな卸資産の増減額（△は増加） △429,383 169,420 

仕入債務の増減額（△は減少） 251,675 △345,880 

未払消費税等の増減額（△は減少） 39,149 △41,223 

その他の資産の増減額（△は増加） △134,712 43,743 

その他の負債の増減額（△は減少） △41,317 △237,066 

その他 8,011 △6,415 

小計 287,196 △75,320 

利息及び配当金の受取額 41,433 54,501 

利息の支払額 △37,947 △34,528 

法人税等の支払額 △122,215 △176,153 

保険金の受取額 888,474 － 

災害損失の支払額 △16,444 △110,831 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,040,496 △342,333 
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 

 至 平成23年２月28日) 

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 △52,886 △676,692 

有形固定資産の売却による収入 99,723 82,334 

有形固定資産の除却による支出 △24,101 － 

無形固定資産の取得による支出 △21,168 △30,762 

無形固定資産の売却による収入 4,546 － 

投資有価証券の取得による支出 △44,408 △12,954 

貸付金の回収による収入 4,172 3,925 

定期預金の預入による支出 △67,500 △7,500 

定期預金の払戻による収入 63,500 － 

保険積立金の積立による支出 － △46,983 

保険積立金の払戻による収入 1,989 65,606 

長期前払費用の取得による支出 △2,199 △250 

その他 △17,201 △962 

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,533 △624,239 

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） △250,000 50,000 

長期借入金の返済による支出 △30,553 △22,253 

社債の発行による収入 98,040 － 

社債の償還による支出 △437,500 △100,000 

自己株式の取得による支出 △79,116 △341 

配当金の支払額 △84,572 △83,891 

リース債務の返済による支出 △17,570 △17,975 

財務活動によるキャッシュ・フロー △801,273 △174,461 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,938 △22,626 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 172,751 △1,163,660 

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 3,747,384 2,739,930 
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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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