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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 2,023 △6.2 56 △73.9 55 △74.7 18 △84.3
23年3月期第1四半期 2,157 △0.9 215 △37.7 217 △36.9 120 △39.5

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 18百万円 （△83.0％） 23年3月期第1四半期 111百万円 （―％）

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 2.42 ―
23年3月期第1四半期 15.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,901 4,470 56.6
23年3月期 8,120 4,529 55.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,470百万円 23年3月期  4,529百万円

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  
（注） 23年3月期配当金の内訳 普通配当7円00銭 特別配当3円00銭 
    24年3月期（予想）配当金の内訳 普通配当7円00銭 特別配当3円00銭 

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

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) 4,255 △0.8 142 △60.8 137 △61.9 64 △68.3 8.20
通期 9,005 7.9 444 △21.1 431 △22.9 236 △21.9 30.22



(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レビュー手続の対象外でありますが、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きは終了しております。 

※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。業績予想の前提となる条件及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、四半期
決算短信(添付資料)３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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 8,175,280 株 23年3月期 8,175,280 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 367,605 株 23年3月期 366,631 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,807,953 株 23年3月期1Q 7,810,733 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の発生に伴う急速な落ち込みから

徐々に回復し、停滞していた生産活動が持ち直す展開となりましたが、雇用情勢・個人消費は依然と

して厳しく、電力安定供給問題もあり、先行き不透明な状況で推移しました。当社関連の家庭紙業界

におきましても、生活防衛意識の高まりによる消費の低迷、海外製品の流入による競争激化等によ

り、事業収益が圧迫される厳しい経営環境で推移しました。 

こうしたなか、当社グループはお客様の満足を得る製品の開発、きめ細かな営業活動、徹底した原

価低減に取組み業績の向上に努めてまいりましたが、このたびの震災の影響等もあり、当第１四半期

連結累計期間の売上高は20億23百万円(前年同期比6.2％減)となりました。利益面につきましては、

原燃料価格の高騰等により製造原価が押し上げられ、営業利益は56百万円(同73.9％減)、経常利益は

55百万円(同74.7％減)、四半期純利益は18百万円(同84.3％減)となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

不織布関連事業のうちパルプ不織布原反は、一部の販売先が被災され受注が停滞したこと、低価

格競争等により客単価の下落が続く外食産業の影響を受けたこと等により、クッキングペーパー用

途およびオシボリ用途において売上高が減少しましたが、パルプ不織布加工品のクッキングペーパ

ーについては、新たなＯＥＭ製品の取扱を積極的に開拓したことにより増加しました。化合繊不織

布は食品包材向けの新規製品の販売等により売上高は増加し、その他不織布は自動車部材用途の販

売量が落ち込み減少しました。この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は９億60百万円(前

年同期比7.3％減)、セグメント利益は１億58百万円(同34.2％減)となりました。 

紙関連事業である衛生用紙は、国内の大人用紙オムツ向けや海外向けの製品の販売を積極展開し

たもののその他の製品は伸び悩み、売上高は減少しました。この結果、当第１四半期連結累計期間

の売上高は10億62百万円(前年同期比5.2％減)、セグメント利益は68百万円(同53.7％減)となりま

した。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ２億19百万円減少して79億１百万円となりました。これは、在

庫調整により原材料及び貯蔵品が１億18百万円、減価償却等により有形固定資産が66百万円減少し

たこと等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ１億60百万円減少して34億31百万円となりました。これは、支払

手形及び買掛金が61百万円、返済により短期借入金が60百万円、賞与引当金が49百万円減少したこ

と等によるものであります。 

純資産は、配当の支払い等により、前連結会計年度に比べ59百万円減少して44億70百万円となり

ました。この結果、自己資本比率は56.6％となりました。 

1． 当四半期決算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

    当期の経営成績

ａ．不織布関連事業

ｂ．紙関連事業

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

ａ．資産

ｂ．負債

ｃ．純資産
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平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更

はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

2． サマリー情報(その他)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

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 1,107,776 1,084,569

受取手形及び売掛金 2,335,328 2,360,056

商品及び製品 242,258 225,746

仕掛品 8,475 3,147

原材料及び貯蔵品 564,044 445,093

その他 184,475 175,420

貸倒引当金 △2,628 △2,631

流動資産合計 4,439,730 4,291,401

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,653,262 2,657,475

減価償却累計額 △1,507,421 △1,528,685

建物及び構築物（純額） 1,145,840 1,128,790

機械装置及び運搬具 5,279,098 5,399,522

減価償却累計額 △4,014,439 △4,073,695

機械装置及び運搬具（純額） 1,264,659 1,325,826

その他 1,031,883 918,483

減価償却累計額 △123,195 △120,524

その他（純額） 908,687 797,959

有形固定資産合計 3,319,187 3,252,576

無形固定資産

のれん 40,898 36,808

その他 62,495 57,591

無形固定資産合計 103,393 94,399

投資その他の資産

その他 275,715 280,028

貸倒引当金 △17,260 △17,260

投資その他の資産合計 258,455 262,768

固定資産合計 3,681,036 3,609,744

資産合計 8,120,767 7,901,145
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（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 1,352,128 1,290,976

短期借入金 501,885 441,885

未払法人税等 11,321 47,586

賞与引当金 96,452 46,833

役員賞与引当金 36,000 10,000

その他 393,592 425,116

流動負債合計 2,391,380 2,262,399

固定負債

長期借入金 818,114 788,714

退職給付引当金 128,384 127,168

その他 253,360 252,834

固定負債合計 1,199,859 1,168,716

負債合計 3,591,240 3,431,116

純資産の部

株主資本

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 603,260 603,260

利益剰余金 3,397,228 3,338,046

自己株式 △68,227 △68,530

株主資本合計 4,525,921 4,466,435

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,606 3,593

その他の包括利益累計額合計 3,606 3,593

純資産合計 4,529,527 4,470,029

負債純資産合計 8,120,767 7,901,145
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(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 2,157,813 2,023,138

売上原価 1,613,464 1,640,775

売上総利益 544,349 382,363

販売費及び一般管理費 328,429 326,109

営業利益 215,919 56,253

営業外収益

受取利息 178 63

受取配当金 3,436 3,638

その他 5,410 3,101

営業外収益合計 9,024 6,802

営業外費用

支払利息 4,660 3,783

その他 2,790 4,180

営業外費用合計 7,451 7,963

経常利益 217,492 55,092

特別損失

固定資産除却損 2,178 2,684

投資有価証券評価損 － 4,550

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,375 －

特別損失合計 5,553 7,234

税金等調整前四半期純利益 211,938 47,858

法人税、住民税及び事業税 94,710 52,443

法人税等調整額 △2,912 △23,489

法人税等合計 91,797 28,953

少数株主損益調整前四半期純利益 120,141 18,904

四半期純利益 120,141 18,904
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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 120,141 18,904

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △9,024 △12

その他の包括利益合計 △9,024 △12

四半期包括利益 111,116 18,892

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 111,116 18,892

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  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) 

１．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 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△172,734千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△172,734千円で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント利益は、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。 

  

  

Ⅱ  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) 

１．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 

 
(注) １  セグメント利益の調整額△170,819千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△170,819千円で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２  セグメント利益は、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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報等

報告セグメント
調整額 
（千円）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（千円）

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業
(千円)

合計
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 1,036,213 1,121,600 2,157,813 ― 2,157,813

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,036,213 1,121,600 2,157,813 ― 2,157,813

セグメント利益 241,369 147,285 388,654 △172,734 215,919

報告セグメント
調整額 
（千円）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（千円）

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業
(千円)

合計
（千円）

売上高

  外部顧客への売上高 960,343 1,062,795 2,023,138 ― 2,023,138

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 960,343 1,062,795 2,023,138 ― 2,023,138

セグメント利益 158,839 68,234 227,073 △170,819 56,253

(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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