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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 2,930 △6.1 314 △29.6 417 △21.2 248 △22.4
23年3月期第1四半期 3,121 27.7 446 691.0 530 409.7 319 990.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 214百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △76百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 12.50 ―
23年3月期第1四半期 16.11 ―

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

24年3月期第1四半期 19,898 13,424 66.0 662.13
23年3月期 20,450 13,336 63.8 657.47
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,138百万円 23年3月期  13,045百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 5,940 △5.9 380 △58.3 490 △50.6 250 △44.2 12.60
通期 12,100 △4.1 930 △41.4 1,130 △34.9 600 △33.3 30.24



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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財務諸表の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、四半期財 
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 
上記の予想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作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな 
る可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページを参照して下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 20,842,459 株 23年3月期 20,842,459 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,000,098 株 23年3月期 1,000,098 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 19,842,361 株 23年3月期1Q 19,842,414 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災の影響による生産活動の低下等については

回復の動きがみられるものの、電力供給の制約や円高の長期化が懸念されるなど、先行き不透明な状況で推移いた

しました。 

当社グループの主要な得意先であります紙・パルプ産業は、国内需要が本格的な回復に至っていないことに加

え、東日本大震災の影響もあり依然として厳しい経営環境が続いております。 

このような状況におきまして、当社グループは、供給体制をいち早く回復させるとともに、得意先の「信頼と

期待」に応えられる製品及びサービスの提供を目指し、積極的な営業・技術・生産活動に努めてまいりました。し

かしながら、国内市場では高シェアを確保したものの需要が低迷したこと、国外市場では円高の影響を受けたこと

などにより、売上高は2,930百万円（前年同期比6.1％減）となり、四半期純利益は248百万円（前年同期比22.4％

減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ552百万円減少しております。これは、現金及

び預金が164百万円、受取手形及び売掛金が367百万円減少したことなどによるものです。 

負債は前連結会計年度末に比べ640百万円減少しております。これは、支払手形及び買掛金が104百万円、未払

法人税等が413百万円、流動負債のその他が82百万円減少したことなどによるものです。 

純資産は前連結会計年度末に比べ87百万円増加しております。これは、利益剰余金が129百万円増加したことな

どによるものです。 

なお、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は66.0％となり、前連結会計年度末に比べ2.2ポイント上昇

しました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,961,186 3,796,696

受取手形及び売掛金 5,454,783 5,087,396

リース投資資産 15,224 15,376

有価証券 3,244 3,290

商品及び製品 1,028,210 1,164,635

仕掛品 879,444 930,488

原材料及び貯蔵品 618,596 649,031

繰延税金資産 301,064 150,092

その他 43,197 66,253

貸倒引当金 △34,242 △24,069

流動資産合計 12,270,709 11,839,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,209,680 1,189,287

機械装置及び運搬具（純額） 1,436,853 1,350,552

工具、器具及び備品（純額） 89,159 111,929

土地 858,507 858,859

リース資産（純額） 104,162 83,517

建設仮勘定 24,472 57,320

有形固定資産合計 3,722,836 3,651,467

無形固定資産   

ソフトウエア 11,792 9,546

リース資産 28,809 24,218

その他 7,404 7,404

無形固定資産合計 48,006 41,170

投資その他の資産   

投資有価証券 3,657,474 3,581,155

長期貸付金 260 170

繰延税金資産 202,921 251,711

リース投資資産 271,232 267,330

その他 321,798 313,445

貸倒引当金 △44,479 △47,583

投資その他の資産合計 4,409,207 4,366,229

固定資産合計 8,180,050 8,058,866

資産合計 20,450,759 19,898,058



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 753,386 648,462

短期借入金 2,511,200 2,501,520

リース債務 100,082 93,542

未払法人税等 448,003 34,781

役員賞与引当金 34,873 9,575

災害損失引当金 18,000 1,712

その他 1,515,261 1,432,615

流動負債合計 5,380,807 4,722,209

固定負債   

リース債務 32,889 13,794

長期未払金 221,332 218,746

退職給付引当金 1,293,676 1,338,867

役員退職慰労引当金 7,736 2,736

受入保証金 177,430 176,880

固定負債合計 1,733,064 1,751,025

負債合計 7,113,872 6,473,234

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,435,425 2,435,425

資本剰余金 1,487,838 1,487,838

利益剰余金 9,718,362 9,847,430

自己株式 △573,501 △573,501

株主資本合計 13,068,125 13,197,193

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 445,925 400,480

為替換算調整勘定 △468,290 △459,490

その他の包括利益累計額合計 △22,365 △59,009

少数株主持分 291,126 286,640

純資産合計 13,336,887 13,424,823

負債純資産合計 20,450,759 19,898,058



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,121,384 2,930,513

売上原価 1,964,413 1,847,839

売上総利益 1,156,971 1,082,673

販売費及び一般管理費   

役員報酬 62,062 66,081

給料手当及び賞与 248,947 273,926

退職給付費用 32,402 36,303

役員退職慰労引当金繰入額 625 400

役員賞与引当金繰入額 7,750 9,575

その他 358,534 381,875

販売費及び一般管理費合計 710,322 768,163

営業利益 446,648 314,510

営業外収益   

受取利息 3,139 2,909

受取配当金 71,631 67,372

受取賃貸料 81,218 72,393

助成金収入 15,281 －

その他 2,391 22,745

営業外収益合計 173,661 165,420

営業外費用   

支払利息 6,557 4,667

賃貸費用 20,896 20,217

休業手当 27,950 －

その他 34,835 37,090

営業外費用合計 90,239 61,975

経常利益 530,070 417,955

特別利益   

固定資産売却益 88 －

貸倒引当金戻入額 10,103 －

特別利益合計 10,192 －

特別損失   

固定資産除売却損 54 5,447

特別損失合計 54 5,447

税金等調整前四半期純利益 540,208 412,508

法人税、住民税及び事業税 3,572 32,800

法人税等調整額 213,937 133,012

法人税等合計 217,510 165,812

少数株主損益調整前四半期純利益 322,698 246,695

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,098 △1,426

四半期純利益 319,600 248,121



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 322,698 246,695

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △424,900 △45,444

為替換算調整勘定 26,126 13,025

その他の包括利益合計 △398,774 △32,419

四半期包括利益 △76,076 214,276

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △87,649 211,477

少数株主に係る四半期包括利益 11,573 2,798



該当事項はありません。  

  

〔セグメント情報〕   

  

  当社グループは、フエルト製品及び付随商品の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

（参考情報）  

前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

  

 （注）１．国又は地域の区分は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又は地域 

        (1）アジア……………台湾・中国・インドネシア・韓国 

        (2）その他の地域……カナダ 

      ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

  

 （注）１．国又は地域の区分は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又は地域 

        (1）アジア……………台湾・中国・インドネシア・韓国 

        (2）その他の地域……アメリカ 

      ３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

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）セグメント情報等

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 420,566千円 9,818千円 430,385千円 

Ⅱ 連結売上高         3,121,384千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 13.5％ 0.3％ 13.8％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 439,916千円 3,710千円 443,626千円 

Ⅱ 連結売上高         2,930,513千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 15.0％ 0.1％ 15.1％ 

（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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