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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 4,115 △4.0 146 △59.6 142 △60.2 64 △68.0
23年3月期第2四半期 4,287 △2.9 362 △50.0 359 △49.9 201 △51.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 65百万円 （△64.7％） 23年3月期第2四半期 184百万円 （―％）

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 8.28 ―
23年3月期第2四半期 25.85 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,749 4,515 58.3
23年3月期 8,120 4,529 55.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,515百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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  ：  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 9,005 7.9 444 △21.1 431 △22.9 236 △21.9 30.23



(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2Q 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2Q 368,555 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2Q 7,807,356 株 23年3月期2Q 7,810,380 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による景気の落ち込みから徐々に

回復してきているものの、個人消費は依然として厳しく、欧州の財政危機や米国経済の減速懸念を背

景とする円高の影響を受け輸出環境が悪化する等、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を展開し業績

の向上に努めてまいりましたが、このたびの震災等の影響もあり、当第２四半期連結累計期間の売上

高は41億15百万円(前年同期比4.0％減)となりました。また徹底した原価低減にも取組んでまいりま

したが、原燃料価格の高止まり等の影響もあり、営業利益は１億46百万円(同59.6％減)、経常利益は

１億42百万円(同60.2％減)、四半期純利益は64百万円(同68.0％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、その他不織布は前年同期並みとなりました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上

高は20億39百万円(前年同期比0.2％増)、セグメント利益は３億55百万円(同17.9％減)となりまし

た。 

紙関連事業である衛生用紙は、国内外の紙オムツ向け製品を中心に拡販を積極展開したものの、

一部の販売先が被災されたこと、さらには震災後の電力供給問題に伴う生産調整等の影響を受け、

売上高は減少しました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は20億75百万円(前年同期

比7.8％減)、セグメント利益は１億29百万円(同52.4％減)となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ３億71百万円減少して77億49百万円となりました。これは、在

庫調整により原材料及び貯蔵品が１億79百万円、減価償却等により有形固定資産が１億27百万円減

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３億57百万円減少して32億33百万円となりました。これは、返済

により短期借入金が１億10百万円、長期借入金が１億65百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

純資産は、四半期純利益を確保したものの、配当の支払い等により、前連結会計年度に比べ13百

万円減少して45億15百万円となりました。この結果、自己資本比率は58.3％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

①  資産、負債及び純資産の状況

ａ．資産

ｂ．負債

ｃ．純資産
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当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計

年度末より19百万円増加して５億55百万円となりました。 

営業活動により獲得した資金は４億73百万円(前年同期比４億56百万円増) となりました。これ

は、売上債権の増加１億40百万円等により資金を使用しましたが、税金等調整前四半期純利益１億

33百万円、減価償却費１億82百万円、たな卸資産の減少２億15百万円、法人税等の還付84百万円等

により資金を獲得したことによるものであります。 

投資活動により使用した資金は87百万円(前年同期比79百万円減)となりました。これは、定期預

金の減少65百万円等により資金を獲得しましたが、有形固定資産の取得による支出１億41百万円等

により資金を使用したことによるものであります。 

財務活動により使用した資金は３億65百万円(前年同期比36百万円減)となりました。これは、短

期借入金の減少１億10百万円、長期借入金の返済１億65百万円、配当金の支払77百万円等があった

ことによるものであります。 

  

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。 

  

②  連結キャッシュ・フローの状況

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー

ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー

(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 1,107,776 1,061,673

受取手形及び売掛金 2,335,328 2,475,838

商品及び製品 242,258 208,648

仕掛品 8,475 5,390

原材料及び貯蔵品 564,044 384,781

その他 184,475 75,117

貸倒引当金 △2,628 △2,769

流動資産合計 4,439,730 4,208,681

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,653,262 2,663,186

減価償却累計額 △1,507,421 △1,550,688

建物及び構築物（純額） 1,145,840 1,112,497

機械装置及び運搬具 5,279,098 5,403,572

減価償却累計額 △4,014,439 △4,133,675

機械装置及び運搬具（純額） 1,264,659 1,269,897

その他 1,031,883 934,947

減価償却累計額 △123,195 △125,378

その他（純額） 908,687 809,568

有形固定資産合計 3,319,187 3,191,964

無形固定資産

のれん 40,898 32,718

その他 62,495 52,686

無形固定資産合計 103,393 85,405

投資その他の資産

その他 275,715 280,696

貸倒引当金 △17,260 △17,260

投資その他の資産合計 258,455 263,436

固定資産合計 3,681,036 3,540,805

資産合計 8,120,767 7,749,487
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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 1,352,128 1,310,979

短期借入金 501,885 391,885

未払法人税等 11,321 80,534

賞与引当金 96,452 95,027

役員賞与引当金 36,000 20,000

その他 393,592 305,506

流動負債合計 2,391,380 2,203,933

固定負債

長期借入金 818,114 652,171

退職給付引当金 128,384 133,687

その他 253,360 243,842

固定負債合計 1,199,859 1,029,700

負債合計 3,591,240 3,233,634

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 3,383,770

自己株式 △68,227 △68,823

株主資本合計 4,525,921 4,511,867

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 3,984

その他の包括利益累計額合計 3,606 3,984

純資産合計 4,529,527 4,515,852

負債純資産合計 8,120,767 7,749,487

ハビックス㈱（3895）　平成24年3月期　第2四半期決算短信

－ 5 －



(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 4,287,736 4,115,078

売上原価 3,279,644 3,316,502

売上総利益 1,008,091 798,576

販売費及び一般管理費 645,923 652,285

営業利益 362,167 146,290

営業外収益

受取利息 337 126

受取配当金 3,436 3,638

法人税等還付加算金 － 2,830

その他 8,257 5,296

営業外収益合計 12,031 11,891

営業外費用

支払利息 9,348 7,431

為替差損 3,353 3,791

その他 2,091 4,056

営業外費用合計 14,793 15,280

経常利益 359,405 142,902

特別損失

固定資産除却損 2,292 3,279

投資有価証券評価損 － 5,684

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 5,667 8,963

税金等調整前四半期純利益 353,738 133,938

法人税、住民税及び事業税 136,282 83,374

法人税等調整額 15,536 △14,065

法人税等合計 151,819 69,309

少数株主損益調整前四半期純利益 201,918 64,629

四半期純利益 201,918 64,629
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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 201,918 64,629

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,533 378

その他の包括利益合計 △17,533 378

四半期包括利益 184,384 65,007

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 184,384 65,007

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 353,738 133,938

減価償却費 161,779 182,773

のれん償却額 8,179 8,179

貸倒引当金の増減額（△は減少） △71 141

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,097 △1,425

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,498 5,302

受取利息及び受取配当金 △3,773 △3,764

支払利息 9,348 7,431

有形固定資産除却損 2,292 3,279

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,684

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,375 －

売上債権の増減額（△は増加） △46,464 △140,510

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,624 215,958

仕入債務の増減額（△は減少） 40,531 △41,149

その他 △90,951 50,449

小計 429,203 410,290

利息及び配当金の受取額 4,132 3,840

利息の支払額 △9,332 △7,415

法人税等の支払額 △407,089 △18,050

法人税等の還付額 － 84,807

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,914 473,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △259,814 △229,952

定期預金の払戻による収入 295,323 295,814

有形固定資産の取得による支出 △203,591 △141,276

有形固定資産の除却による支出 － △2,659

投資有価証券の取得による支出 － △9,701

投資有価証券の売却による収入 1,070 －

その他 △229 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,242 △87,845

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） △130,000 △110,000

長期借入金の返済による支出 △162,301 △165,942

自己株式の取得による支出 △393 △596

配当金の支払額 △100,622 △77,448

その他 △8,738 △11,878

財務活動によるキャッシュ・フロー △402,057 △365,866

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △552,384 19,759

現金及び現金同等物の期首残高 1,305,971 536,234

現金及び現金同等物の四半期末残高 753,586 555,993
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ  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) 

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△341,584千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△341,584千円で

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) 

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△338,058千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△338,058千円で

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。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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 2,036,061 2,251,674 4,287,736 ― 4,287,736

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,036,061 2,251,674 4,287,736 ― 4,287,736

セグメント利益 432,400 271,351 703,752 △341,584 362,167

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 2,039,562 2,075,515 4,115,078 ― 4,115,078

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,039,562 2,075,515 4,115,078 ― 4,115,078

セグメント利益 355,091 129,257 484,348 △338,058 146,290

(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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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) 

  

重要な設備投資について 

 平成23年10月28日開催の取締役会において、新工場の建設を決議いたしました。 

  

１．目的 

当社は、不織布関連事業における化合繊不織布を伊自良工場にて生産しております。このたび、

業容の拡大に向けて生産能力の増強を図るため、新工場を建設するものであります。 

  

２．新工場の概要 

  

 
  

  

(7) 重要な後発事象

名       称 本巣工場(仮称)

所  在   地 岐阜県本巣市屋井昼待1057番地6（屋井工業団地 内）

敷 地 面 積 10,773㎡

延 床 面 積 約3,000㎡

総 投 資 額 約14億円（工場用地取得代金を含む）

日       程 着工予定時期 平成24年３月

操業開始予定時期 平成24年10月
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