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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 9,113 △4.1 883 △34.8 1,076 △27.3 448 △48.0
23年3月期第3四半期 9,506 15.2 1,355 200.8 1,480 171.7 861 204.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 51百万円 （△89.0％） 23年3月期第3四半期 470百万円 （―％）

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3四半期 22.59 ―
23年3月期第3四半期 43.42 ―

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3四半期 19,771 13,144 65.1 649.15
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3四半期  12,880百万円 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  ：  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 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 
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3Q 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3Q 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3Q 19,842,331 株 23年3月期3Q 19,842,405 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、東日本大震災による生産活動の低下から持ち直し、回復の

兆しが見えておりましたが、欧州債務危機や米国景気の減速懸念等を背景とした継続的な円高・株安の進行など、

予断を許さない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、依然として低迷する国内需要において輸入紙の存在

感が増すなど、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、中期経営計画に基づき、グループ内での連携強化による生産体

制の効率化を進めるとともに、積極的な営業・技術・生産活動により、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できるよう努めてまいりました。 

その結果、国内紙パルプ用フエルトにおいては高いシェア水準を維持できたものの、長引く需要低迷の影響が大

きく、売上高は9,113百万円（前年同期比4.1％減）となりました。 

四半期純利益につきましては、売上高の減少、投資有価証券評価損及び売却損、改正法人税法等に基づき繰延税

金資産を一部取り崩したことなどにより448百万円（前年同期比48.0％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３四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679百万円減少しております。 

これは、受取手形及び売掛金が216百万円、たな卸資産が205百万円、固定資産の繰延税金資産が230百万円増加し

た一方、現金及び預金が685百万円、流動資産の繰延税金資産が158百万円、有形固定資産が155百万円、投資有価証

券が312百万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486百万円減少しております。これは、支払手形及び買掛金が122百万円増加した

一方、未払法人税等が444百万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192百万円減少しております。これは、利益剰余金が211百万円増加し、有価証

券評価差額金が319百万円減少したことなどによるものです。 

なお、当第３四半期連結累計期間末の自己資本比率は65.1％となり、前連結会計年度末に比べ1.3ポイント上昇い

たしました。 

   

（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10月31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



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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,961,186 3,275,894

受取手形及び売掛金 5,454,783 5,671,139

リース投資資産 15,224 15,686

有価証券 3,244 2,940

商品及び製品 1,028,210 1,098,006

仕掛品 879,444 958,117

原材料及び貯蔵品 618,596 675,497

繰延税金資産 301,064 142,525

その他 43,197 68,756

貸倒引当金 △34,242 △29,976

流動資産合計 12,270,709 11,878,589

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,209,680 1,194,597

機械装置及び運搬具（純額） 1,436,853 1,126,347

工具、器具及び備品（純額） 89,159 94,654

土地 858,507 856,219

リース資産（純額） 104,162 49,840

建設仮勘定 24,472 245,741

有形固定資産合計 3,722,836 3,567,399

無形固定資産   

ソフトウエア 11,792 5,591

リース資産 28,809 15,037

その他 7,404 7,404

無形固定資産合計 48,006 28,033

投資その他の資産   

投資有価証券 3,657,474 3,345,146

長期貸付金 260 35

繰延税金資産 202,921 433,312

リース投資資産 271,232 259,409

その他 321,798 304,151

貸倒引当金 △44,479 △44,873

投資その他の資産合計 4,409,207 4,297,182

固定資産合計 8,180,050 7,892,615

資産合計 20,450,759 19,771,204



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 753,386 876,189

短期借入金 2,511,200 2,464,260

リース債務 100,082 54,941

未払法人税等 448,003 3,396

役員賞与引当金 34,873 29,025

災害損失引当金 18,000 －

その他 1,515,261 1,406,295

流動負債合計 5,380,807 4,834,107

固定負債   

リース債務 32,889 10,302

長期未払金 221,332 201,954

退職給付引当金 1,293,676 1,409,409

役員退職慰労引当金 7,736 3,936

受入保証金 177,430 167,232

固定負債合計 1,733,064 1,792,836

負債合計 7,113,872 6,626,943

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 9,929,650

自己株式 △573,501 △573,523

株主資本合計 13,068,125 13,279,391

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 445,925 126,682

為替換算調整勘定 △468,290 △525,415

その他の包括利益累計額合計 △22,365 △398,732

少数株主持分 291,126 263,602

純資産合計 13,336,887 13,144,260

負債純資産合計 20,450,759 19,771,204



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 9,506,283 9,113,448

売上原価 5,973,849 5,959,292

売上総利益 3,532,434 3,154,155

販売費及び一般管理費   

役員報酬 189,875 210,303

給料手当及び賞与 772,655 801,134

貸倒引当金繰入額 9,676 11,752

退職給付費用 82,817 102,474

役員退職慰労引当金繰入額 1,875 1,600

役員賞与引当金繰入額 23,250 29,025

その他 1,096,766 1,114,458

販売費及び一般管理費合計 2,176,916 2,270,749

営業利益 1,355,517 883,406

営業外収益   

受取利息 9,501 8,760

受取配当金 100,131 108,656

受取賃貸料 225,629 210,955

助成金収入 32,348 －

その他 20,783 35,569

営業外収益合計 388,393 363,942

営業外費用   

支払利息 22,723 17,200

貸与資産固定資産税 38,704 38,927

賃貸費用 63,361 64,837

休業手当 62,719 －

その他 76,245 49,929

営業外費用合計 263,754 170,894

経常利益 1,480,156 1,076,454

特別利益   

固定資産売却益 87 13

特別利益合計 87 13

特別損失   

固定資産除売却損 1,350 8,719

投資有価証券売却損 32,551 68,681

投資有価証券評価損 － 74,713

退職給付制度終了損 － 21,585

特別損失合計 33,901 173,700

税金等調整前四半期純利益 1,446,342 902,766

法人税、住民税及び事業税 370,500 283,880

法人税等調整額 201,093 163,589

法人税等合計 571,593 447,469

少数株主損益調整前四半期純利益 874,748 455,297

少数株主利益 13,097 6,969

四半期純利益 861,650 448,327



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 874,748 455,297

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △350,080 △319,242

為替換算調整勘定 △53,918 △84,333

その他の包括利益合計 △403,998 △403,576

四半期包括利益 470,749 51,720

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 475,143 71,960

少数株主に係る四半期包括利益 △4,393 △20,239



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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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・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 1,291,343千円 32,194千円 1,323,537千円 

Ⅱ 連結売上高         9,506,283千円 

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 1,350,005千円 8,881千円 1,358,886千円 

Ⅱ 連結売上高         9,113,448千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 14.8％ 0.1％ 14.9％ 

（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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