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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 5,994 △5.0 613 △32.7 716 △27.7 419 △6.5
23年3月期第2四半期 6,312 18.1 911 306.4 991 276.6 448 273.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 239百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △87百万円 （―％）

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2四半期 21.14 ―
23年3月期第2四半期 22.61 ―

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2四半期 20,179 13,449 65.2 663.43
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2四半期  13,163百万円 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 ― 6.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 12,160 △3.7 1,180 △25.7 1,370 △21.1 790 △12.3 39.81



(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 
１．通期の連結業績予想を本資料にて修正しております。なお、当該予想数値の修正につきましては、通期の個別業績予想の修正を含め、本日(平成23年 
10月31日)「平成24年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますのでご参照ください。 
２．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。 

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2Q 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2Q 1,000,155 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2Q 19,842,344 株 23年3月期2Q 19,842,413 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四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り電力供給の制約等があるなか、

サプライチェーンの復旧や復興需要もあり、企業の生産活動に、一部持ち直しの動きがみられましたが、欧米など

の財政不安にともなう円高・株安の進行など懸念すべき問題が多く、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、総需要が依然として低迷しており、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、震災後の供給体制をいち早く立て直し、得意先の「信頼と期

待」に応えられる製品及びサービスを提供するとともに、積極的な営業・技術・生産活動に努めた結果、国内市場

では高シェアを確保いたしました。しかしながら、需要の低迷により、売上高は5,994百万円（前年同期比5.0％

減）となり、四半期純利益は419百万円（前年同期比6.5％減）となりました。 

  

（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  

  当第２四半期連結累計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ271百万円減少しております。 

  これは、受取手形及び売掛金が445百万円、有形固定資産が167百万円、投資有価証券が318百万円減少し、現金

及び預金が367百万円、たな卸資産が169百万円、固定資産の繰延税金資産が179百万円増加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384百万円減少しております。これは、支払手形及び買掛金が128百万円、未払法

人税等が154百万円、流動負債のその他が76百万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112百万円増加しております。これは、利益剰余金が300百万円増加し、その他

有価証券評価差額金が189百万円減少したことなどによるものです。 

  なお、当第２四半期連結累計期間末の自己資本比率は65.2％となり、前連結会計年度末に比べ1.4ポイント上昇

いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ367百万円増加し4,016百万円と

なりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は700百万円（前年同期は579百万円の収入）と

なりました。これは、税金等調整前四半期純利益が688百万円、減価償却費が331百万円、売上債権の減少が447百

万円となった一方、法人税等の支払が440百万円、たな卸資産の増加が166百万円、仕入債務の減少が134百万円と

なったことなどによるものです。 

（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、135百万円の支出（前年同期は78百万円の収入）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出が151百万円あったことなどによるものです。 

（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、197百万円の支出（前年同期は190百万円の支出）となりました。これ

は、配当金の支払が119百万円あったことなどによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  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を修正しております。 

なお、詳細につきましては、別途開示しております「平成24年３月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通

期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

  

（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
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,961,186 4,329,081

受取手形及び売掛金 5,454,783 5,009,508

リース投資資産 15,224 15,531

有価証券 3,244 3,279

商品及び製品 1,028,210 1,049,720

仕掛品 879,444 1,023,719

原材料及び貯蔵品 618,596 622,029

繰延税金資産 301,064 271,251

その他 43,197 48,546

貸倒引当金 △34,242 △21,782

流動資産合計 12,270,709 12,350,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,209,680 1,195,737

機械装置及び運搬具（純額） 1,436,853 1,270,242

工具、器具及び備品（純額） 89,159 107,388

土地 858,507 858,771

リース資産（純額） 104,162 63,087

建設仮勘定 24,472 60,487

有形固定資産合計 3,722,836 3,555,715

無形固定資産   

ソフトウエア 11,792 7,866

リース資産 28,809 19,628

その他 7,404 7,404

無形固定資産合計 48,006 34,899

投資その他の資産   

投資有価証券 3,657,474 3,338,904

長期貸付金 260 125

繰延税金資産 202,921 382,108

リース投資資産 271,232 263,389

その他 321,798 300,877

貸倒引当金 △44,479 △47,888

投資その他の資産合計 4,409,207 4,237,516

固定資産合計 8,180,050 7,828,131

資産合計 20,450,759 20,179,017
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 753,386 624,451

短期借入金 2,511,200 2,495,540

リース債務 100,082 75,637

未払法人税等 448,003 293,243

役員賞与引当金 34,873 19,150

災害損失引当金 18,000 －

その他 1,515,261 1,438,370

流動負債合計 5,380,807 4,946,392

固定負債   

リース債務 32,889 7,078

長期未払金 221,332 210,354

退職給付引当金 1,293,676 1,385,993

役員退職慰労引当金 7,736 3,336

受入保証金 177,430 176,330

固定負債合計 1,733,064 1,783,092

負債合計 7,113,872 6,729,485

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 10,018,828

自己株式 △573,501 △573,523

株主資本合計 13,068,125 13,368,568

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 445,925 256,578

為替換算調整勘定 △468,290 △461,217

その他の包括利益累計額合計 △22,365 △204,638

少数株主持分 291,126 285,601

純資産合計 13,336,887 13,449,532

負債純資産合計 20,450,759 20,179,017
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,312,823 5,994,873

売上原価 3,967,400 3,878,167

売上総利益 2,345,423 2,116,705

販売費及び一般管理費   

役員報酬 123,748 138,190

給料手当及び賞与 509,386 528,739

退職給付費用 57,047 68,065

役員退職慰労引当金繰入額 1,250 1,000

役員賞与引当金繰入額 15,500 19,150

その他 726,736 748,328

販売費及び一般管理費合計 1,433,670 1,503,474

営業利益 911,752 613,231

営業外収益   

受取利息 6,476 5,919

受取配当金 71,543 68,271

受取賃貸料 153,405 142,209

助成金収入 27,428 －

その他 18,566 28,507

営業外収益合計 277,420 244,908

営業外費用   

支払利息 16,756 12,534

賃貸費用 41,757 41,905

休業手当 51,282 －

その他 87,998 87,222

営業外費用合計 197,795 141,662

経常利益 991,377 716,477

特別利益   

固定資産売却益 88 －

貸倒引当金戻入額 251 －

特別利益合計 340 －

特別損失   

固定資産除売却損 815 6,669

投資有価証券売却損 32,551 －

投資有価証券評価損 118,845 －

退職給付制度終了損 － 21,585

特別損失合計 152,212 28,255

税金等調整前四半期純利益 839,505 688,222

法人税、住民税及び事業税 286,843 286,363

法人税等調整額 94,772 △16,071

法人税等合計 381,616 270,292

少数株主損益調整前四半期純利益 457,888 417,929

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,311 △1,590

四半期純利益 448,577 419,519
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 457,888 417,929

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △514,517 △189,346

為替換算調整勘定 △31,257 10,424

その他の包括利益合計 △545,775 △178,922

四半期包括利益 △87,887 239,006

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △87,058 237,246

少数株主に係る四半期包括利益 △828 1,760
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 839,505 688,222

減価償却費 375,662 331,570

貸倒引当金の増減額（△は減少） 338 △9,075

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,695 △15,736

退職給付引当金の増減額（△は減少） 106,888 68,263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,250 △4,400

受取利息及び受取配当金 △78,019 △74,191

支払利息 16,756 12,534

固定資産除売却損益（△は益） 93 1,101

投資有価証券売却損益（△は益） 32,551 －

投資有価証券評価損益（△は益） 118,845 －

退職給付制度終了損 － 21,585

売上債権の増減額（△は増加） △168,138 447,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,421 △166,103

仕入債務の増減額（△は減少） △13,402 △134,853

その他 △312,907 △87,793

小計 841,307 1,078,797

利息及び配当金の受取額 78,019 74,191

利息の支払額 △16,756 △12,534

法人税等の支払額 △323,365 △440,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 579,205 700,218

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 △28,111 △151,979

無形固定資産の取得による支出 － △575

有形及び無形固定資産の売却による収入 572 －

投資有価証券の取得による支出 △1,484 △1,522

投資有価証券の売却による収入 87,325 －

その他 20,592 19,074

投資活動によるキャッシュ・フロー 78,894 △135,002

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） △8,580 △16,920

自己株式の取得による支出 △9 △22

配当金の支払額 △119,054 △119,054

少数株主への配当金の支払額 △5,962 △7,285

その他 △56,821 △53,834

財務活動によるキャッシュ・フロー △190,428 △197,116

現金及び現金同等物に係る換算差額 △108 △203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 467,563 367,895

現金及び現金同等物の期首残高 3,045,638 3,648,186

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,513,201 4,016,081
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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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 860,403千円 20,220千円 880,623千円 

Ⅱ 連結売上高         6,312,823千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 13.6％ 0.3％ 13.9％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 893,876千円 6,863千円 900,740千円 

Ⅱ 連結売上高         5,994,873千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 14.9％ 0.1％ 15.0％ 

（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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