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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 20,698 △14.6 299 △82.6 912 △62.5 637 △57.2

23年3月期第2四半期 24,228 15.9 1,722 247.7 2,431 296.9 1,490 320.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 741百万円 （△22.0％） 23年3月期第2四半期 951百万円 （―％）

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 12.80 12.79
23年3月期第2四半期 29.91 29.90

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 50,003 28,720 57.4
23年3月期 50,416 28,327 56.2

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  28,716百万円 23年3月期  28,323百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
24年3月期 ― 7.00

24年3月期（予想） ― 7.00 14.00

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 45,000 △2.1 1,500 △32.8 2,600 △22.3 1,800 △19.4 36.12



(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、四半
期決算短信（添付資料）４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

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 60,140,945 株 23年3月期 60,140,945 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 10,305,891 株 23年3月期 10,304,007 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 49,836,150 株 23年3月期2Q 49,840,104 株
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当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経済環境は、東日本大震災の影響により発生し

たサプライチェーンの寸断や企業活動の一時停滞が復旧の兆しを見せておりますが、欧米諸国の景気低

迷や円高、また引き続き原発事故の影響などの懸念材料も存在し、先行き不透明な状況で推移いたしま

した。 

 当社グループにおいても、期後半から一部回復の動きが見られたものの、震災の影響による日系自動

車メーカーの減産や自動車販売台数の減少により、自動車用フロアマットの販売やハイブリッド自動車

用ニッケル水素電池セパレータの販売が苦戦し、売上高は206億9千8百万円（前年同四半期比14.6％

減）となり、営業利益は2億9千9百万円（前年同四半期比82.6％減）となりました。また、持分法投資

利益は、前年同四半期に関連会社での火災に伴う受取保険金（損害額控除後）を3億5千2百万円計上し

ましたが、当四半期の計上額は2億7千9百万円であったこと、および円高の影響などにより1億3千8百万

円減少し、5億5千8百万円となりました。この結果、経常利益は9億1千2百万円（前年同四半期比62.5％

減）、四半期純利益は、6億3千7百万円（前年同四半期比57.2％減）と大幅な減益となりました。 

 海外売上高およびセグメント別の概況は以下のとおりです。 

[海外売上高] 

 海外売上高は、北米における自動車用フロアマットの売上が減少したことなどにより、前年同四半期

を大きく下回りました。 

当社グループの海外売上高は以下のとおりです。 

                                   （単位：百万円） 

 
(注) １ 前年同四半期における売上高に占める海外売上高の割合を示します。 

(注) ２ 在外関係会社の現地通貨建業績を円貨に換算するための主な為替レート 

 期中平均：平成23年１月～６月は82.01円/米ドル（前年同四半期 91.35円/米ドル）です。 

  

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

  北 米 アジア その他の地域 合   計
売上高に占める
海外売上高の割合

当第２四半期連結
累計期間

4,312 1,969 215 6,497 31.4%

対前年同四半期
増減率

△23.8% △27.3% 5.0% △24.2%
（注）１      

35.4%
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 [セグメント別の概況] 

当社グループの決算期は、海外子会社が12月、国内子会社は３月であるため、海外子会社の業績の状

況は平成23年１月～６月期について、当社および国内子会社の業績の状況は平成23年４月～９月期につ

いて記載しております。 

①産業資材事業 

 産業資材事業は、主に電気・工業資材分野の販売が低調に推移したため、売上高は128億6千1百万円

（前年同四半期比6.6％減）、営業利益は2億6千3百万円（前年同四半期比66.2％減）になりました。 

 産業資材事業における主な分野の売上高は以下のとおりです。 

  

◇衣料・メディカル資材分野（売上高44億8千1百万円、前年同四半期比1.5％減） 

 芯地は、海外向け不織布芯地を中心に販売が減少したため前年同四半期を大きく下回りました。中

綿は、新製品の販売が寄与し、防寒衣料向けが好調に推移したことから、前年同四半期を上回りまし

た。 

 貼付薬用基布は、海外向けの販売は好調に推移したものの、国内向けの販売が減少し、前年同四半

期を下回りました。マスクは、新規顧客の獲得や震災復興による需要の増加により前年同四半期を上

回りました。薬粧基布は、節電の影響による夏場の暑さ対策として冷却シート向けの販売が増加した

ことにより前年同四半期を大きく上回りました。 

  

◇電気・工業資材分野（売上高46億9千6百万円、前年同四半期比13.9％減） 

 ハイブリッド自動車用ニッケル水素電池セパレータは、期後半から回復の動きが見られたものの、

震災の影響による自動車生産台数の減少に伴う期前半の落込みをカバーできず前年同四半期を下回り

ました。民生用ニッケル水素電池セパレータは、欧米の景気低迷に加えて、レアアースの高騰による

同電池の販売減少などが影響し前年同四半期を大きく下回りました。ニカド電池セパレータは、ガー

デンツール関連の電動工具向け販売が低調に推移したことから、前年同四半期を大きく下回りまし

た。 

 複写機用クリーニングロールは、新機種向けの販売増加が寄与したため、前年同四半期を上回りま

した。ロール材は、輸出向け物件の受注により、前年同四半期を大きく上回りました。液体ろ過材

は、電子分野向けのスポット物件の受注が寄与し前年同四半期並みを維持しました。 

  

◇空調資材分野（売上高34億3千7百万円、前年同四半期比2.0％減） 

 汎用エアフィルタは、震災の影響による自動車メーカーの稼働率低下に伴い塗装ブース用フィルタ

の販売が減少したこと、およびビル空調業界における経費削減の動きに拍車がかかり交換周期が延長

されたことなどから前年同四半期を下回りました。自動車用キャビンエアフィルタは、国内の交換需

要は堅調だったものの、震災の影響による国内外の自動車生産台数の減少により新車向けが低調だっ

たため、前年同四半期を下回りました。機器内蔵用フィルタは、OA機器向けが低調だったものの、個

別空調用途が好調に推移し、前年同四半期並みを維持しました。 

  

 産業資材事業における海外展開は、主としてフロイデンベルグ社との協力関係をベースに共同で行

われており、持分法適用関連会社として財務諸表に反映しております。このため海外拠点の売上高は

ありません。 
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②自動車資材事業 

 自動車資材事業は、売上高は78億3千6百万円（前年同四半期比25.0％減）、営業利益は3千6百万円

（前年同四半期比96.2％減）になりました。 

 自動車用フロアマットは、アジアにおいては、中国における自動車販売が好調に推移したことを受け

て前年同四半期を大きく上回りました。北米においては、円高および震災の影響による自動車販売台数

の減少により前年同四半期を大きく下回りました。国内においても、震災の影響による自動車販売台数

の減少により前年同四半期を大きく下回りました。 

 自動車用天井材の売上は、期後半から回復の動きが見られたものの、震災の影響による期前半の落込

みをカバーできず前年同四半期を大きく下回りました。 

なお、自動車資材事業の海外拠点における売上高は以下のとおりです。 

（単位：百万円）

 
（注）上記は、外部顧客に対する売上高であります。 

  

今後の経済情勢は、震災による被害からの経済活動復旧による景気の回復が期待されますが、欧米諸

国での景気低迷や円高の進行など景気を下押しするリスクは払拭されず、依然として先行き不透明な状

況が予想されます。 

当社を取り巻く環境も引き続き厳しい状況が予想されますが、現時点では平成23年８月５日付の平成

24年３月期通期連結業績予想の変更はありません。修正が必要な場合は適宜開示いたします。 

  

  北    米 ア ジ ア

   
対前年同四半期

増減率
対前年同四半期

増減率

売上高 4,135 △24.4% 257 10.6%

（２）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 8,034 6,763 
受取手形及び売掛金 9,555 9,550 
商品及び製品 4,130 4,215 
仕掛品 607 673 
原材料及び貯蔵品 1,399 1,434 
その他 1,551 1,405 
貸倒引当金 △4 △3 
流動資産合計 25,275 24,039 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 7,053 7,061 
機械装置及び運搬具（純額） 4,112 4,822 
土地 3,230 3,229 
その他（純額） 1,937 1,594 
有形固定資産合計 16,333 16,706 

無形固定資産 289 314 
投資その他の資産   
投資有価証券 4,050 4,131 
その他 4,481 4,826 
貸倒引当金 △14 △14 
投資その他の資産合計 8,517 8,943 

固定資産合計 25,140 25,963 

資産合計 50,416 50,003 
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（単位：百万円）

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 3,290 3,644 
短期借入金 4,948 3,548 
1年内返済予定の長期借入金 3,223 3,223 
未払法人税等 67 59 
賞与引当金 813 628 
役員賞与引当金 90 37 
本社移転費用引当金 36 88 
資産除去債務 44 30 
その他 2,732 2,202 
流動負債合計 15,247 13,462 

固定負債   
長期借入金 2,943 3,824 
退職給付引当金 2,369 2,431 
役員退職慰労引当金 12 13 
偶発損失引当金 83 83 
資産除去債務 118 119 
その他 1,313 1,348 
固定負債合計 6,840 7,819 

負債合計 22,088 21,282 

純資産の部   
株主資本   
資本金 9,816 9,816 
資本剰余金 7,492 7,492 
利益剰余金 19,078 19,367 
自己株式 △4,539 △4,539 
株主資本合計 31,848 32,136 

その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 128 184 
繰延ヘッジ損益 △1 △1 
為替換算調整勘定 △3,651 △3,603 

その他の包括利益累計額合計 △3,524 △3,420 

新株予約権 4 4 
純資産合計 28,327 28,720 

負債純資産合計 50,416 50,003 
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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：百万円）

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 24,228 20,698 
売上原価 18,501 16,465 

売上総利益 5,727 4,233 

販売費及び一般管理費 4,004 3,933 
営業利益 1,722 299 

営業外収益   
受取配当金 56 81 
持分法による投資利益 696 558 
その他 52 48 
営業外収益合計 805 689 

営業外費用   
支払利息 47 41 
支払補償費 － 16 
その他 49 17 

営業外費用合計 96 76 

経常利益 2,431 912 

特別利益   
固定資産売却益 14 0 
その他 0 － 
特別利益合計 14 0 

特別損失   
固定資産除却損 15 3 
投資有価証券評価損 － 55 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 18 － 
減損損失 178 － 
本社移転費用 － 51 
その他 0 － 
特別損失合計 212 110 

税金等調整前四半期純利益 2,234 801 

法人税、住民税及び事業税 625 152 
法人税等調整額 117 11 

法人税等合計 743 163 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,490 637 

四半期純利益 1,490 637 
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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：百万円)

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 1,490 637 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △22 56 
繰延ヘッジ損益 0 － 
為替換算調整勘定 △252 △69 
持分法適用会社に対する持分相当額 △265 117 

その他の包括利益合計 △539 104 

四半期包括利益 951 741 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 951 741 
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。 

  

セグメント別の情報につきましては、添付資料２ページ「連結経営成績に関する定性的情報」に記載

しておりますのでご参照ください。 

  

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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