
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(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) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成24年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年1月31日

上 場 会 社 名 イチカワ株式会社  上場取引所     東

コ ー ド 番 号 3513 URL http://www.ik-felt.co.jp

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 蛭間 良右
問合せ先責任者 (役職名) 執行役員総務部長 (氏名) 髙倉 幹郎 (TEL)03(3816)1111

四半期報告書提出予定日 平成24年2月14日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

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）

（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 8,321 △6.8 406 △14.0 406 △5.7 414 113.0

 23年3月期第3四半期 8,929 10.0 472 ― 431 ― 194 ―

(注) 包括利益 24年3月期第3四半期 224百万円(―％) 23年3月期第3四半期 △19百万円(―％)

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 15.44 ―

 23年3月期第3四半期 7.25 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

 24年3月期第3四半期 26,375 16,313 61.8

 23年3月期 27,545 16,196 58.8

(参考) 自己資本  24年3月期第3四半期 16,313百万円  23年3月期 16,196百万円

２．配当の状況

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 ― 4.00 4.00

 24年3月期 ― 0.00 ―

 24年3月期(予想) 4.00 4.00

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)

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 11,900 △2.8 700 6.4 450 △10.7 430 347.9 16.03



  

 

 

 
  

・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、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いませ

ん。 

・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。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  24年3月期3Ｑ 29,835,758株  23年3月期 29,835,758株

② 期末自己株式数  24年3月期3Ｑ 3,009,133株  23年3月期 3,006,769株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  24年3月期3Ｑ 26,827,751株  23年3月期3Ｑ 26,830,173株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第3四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の影響による厳しい状況から持ち直しの動

きがみられるものの、世界的な景気の減速懸念や歴史的な円高の進行などにより先行き不透明な状況で

推移しました。 

当社グループの主要取引先であります紙パルプ業界におきましては、国内需要が低調に推移する中で

原燃料価格の上昇傾向が継続するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は8,321百万円（前年同期比6.8％減）となりまし

た。損益の状況につきましては、需要の低迷に伴う売上高の減少及び急激な円高の進行による利益率の

低下等のため、連結営業利益は406百万円（前年同期比14.0％減）、連結経常利益は406百万円（前年同

期比5.7％減）となりました。四半期純利益につきましては、特別損益の良化並びに法人税率の変更等

に伴う法人税等調整額（貸方）の増加により414百万円（前年同期比113.0％増）となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。 

＜抄紙用具関連事業＞ 

（日本） 

内需につきましては、懸命な受注活動を展開いたしましたが、厳しい市場環境により抄紙用フエ

ルト及び抄紙用ベルトともに販売数量は減少を余儀なくされました。輸出につきましては、抄紙用

フエルトの販売数量は減少しましたが、積極的な拡販活動が奏功し抄紙用ベルトの販売数量は増加

いたしました。この結果、売上高は6,028百万円（前年同期比5.0％減）となりました。 

（北米） 

ドル安の中にあって、抄紙用フエルトの販売数量は減少いたしましたが、抄紙用ベルトの販売が

堅調に推移したことにより、売上高は675百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

（欧州） 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトの販売数量が減少したことに加えユーロ安により、売上高は

1,093百万円（前年同期比2.3％減）となりました。 

（中国） 

抄紙用フエルトの販売数量は増加いたしましたが、抄紙用ベルトの販売数量が減少したことによ

り、売上高は152百万円（前年同期比47.3％減）となりました。 

＜工業用事業＞ 

国内外とも需要が減退し内需及び輸出ともに販売数量が減少したことにより、売上高は370百万

円（前年同期比28.2％減）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
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当第3四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,169百万円減少し、

26,375百万円となりました。これは主として商品及び製品が368百万円増加する一方、有形固定資産が

859百万円、現金及び預金が599百万円それぞれ減少したことによるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,286百万円減少し、10,062百万円となりました。こ

れは主として短期借入金が647百万円、災害損失引当金が233百万円、長期借入金が195百万円、固定負

債のリース債務が186百万円それぞれ減少したことによるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ116百万円増加し、16,313百万円となりました。こ

れは主としてその他有価証券評価差額金が113百万円、為替換算調整勘定が76百万円それぞれ減少する

一方、利益剰余金が306百万円増加したことによるものです。 

  

通期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の連結業績予想につきましては、依然として先行

き不透明であることから、前回公表の数値を変更しておりません。今後修正の必要が生じた場合には速

やかに公表いたします。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 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。 

  

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）

を適用しています。 

  

  

  

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

（４）追加情報
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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 2,877,259 2,277,665

受取手形及び売掛金 4,292,221 4,307,185

商品及び製品 1,585,260 1,954,128

仕掛品 708,882 934,326

原材料及び貯蔵品 345,466 370,874

繰延税金資産 221,288 156,455

未収還付法人税等 46,338 14,419

その他 98,569 87,616

貸倒引当金 △4,795 △2,350

流動資産合計 10,170,491 10,100,322

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,919,229 7,506,280

リース資産（純額） 2,912,715 2,744,812

その他（純額） 3,818,959 3,540,727

有形固定資産合計 14,650,904 13,791,819

無形固定資産 163,407 113,399

投資その他の資産

投資有価証券 2,475,984 2,300,209

繰延税金資産 21,696 19,556

その他 126,240 114,219

貸倒引当金 △62,815 △63,584

投資その他の資産合計 2,561,106 2,370,400

固定資産合計 17,375,418 16,275,619

資産合計 27,545,910 26,375,941
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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 565,463 750,949

短期借入金 1,950,325 1,302,665

リース債務 343,049 360,655

未払法人税等 82,172 51,539

賞与引当金 314,230 151,018

災害損失引当金 233,348 －

その他 712,217 884,864

流動負債合計 4,200,807 3,501,691

固定負債

長期借入金 625,000 430,000

リース債務 2,762,561 2,576,509

退職給付引当金 2,156,680 2,224,440

その他 1,604,596 1,330,037

固定負債合計 7,148,838 6,560,986

負債合計 11,349,645 10,062,678

純資産の部

株主資本

資本金 3,594,803 3,594,803

資本剰余金 2,322,847 2,322,847

利益剰余金 11,407,623 11,714,473

自己株式 △1,061,108 △1,061,470

株主資本合計 16,264,166 16,570,654

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 146,849 33,847

為替換算調整勘定 △214,751 △291,238

その他の包括利益累計額合計 △67,901 △257,390

純資産合計 16,196,264 16,313,263

負債純資産合計 27,545,910 26,375,941
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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 8,929,387 8,321,346

売上原価 5,942,128 5,388,673

売上総利益 2,987,259 2,932,672

販売費及び一般管理費 2,514,724 2,526,405

営業利益 472,534 406,267

営業外収益

受取配当金 64,421 63,454

為替差益 － 33,656

その他 47,406 30,365

営業外収益合計 111,828 127,476

営業外費用

支払利息 122,176 111,531

その他 31,168 15,773

営業外費用合計 153,345 127,304

経常利益 431,017 406,439

特別損失

災害による損失 － 4,919

ゴルフ会員権評価損 － 10,974

投資有価証券評価損 149,045 －

減損損失 102,964 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 13,614 －

特別損失合計 265,623 15,894

税金等調整前四半期純利益 165,393 390,544

法人税、住民税及び事業税 89,294 121,782

法人税等調整額 △118,386 △145,530

法人税等合計 △29,091 △23,747

少数株主損益調整前四半期純利益 194,485 414,292

四半期純利益 194,485 414,292
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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 194,485 414,292

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △98,099 △113,002

為替換算調整勘定 △115,742 △76,486

その他の包括利益合計 △213,842 △189,489

四半期包括利益 △19,357 224,803

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,357 224,803
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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） 

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  セグメント利益又は損失(△)の調整額△1,189,228千円には、セグメント間消去10,933千円、各報告セグ

メントに配分していない全社費用△1,074,293千円、棚卸資産の調整額△61,502千円、為替レート差額△

52,957千円、貸倒引当金の修正等△11,407千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない管理部門に係る費用であります。 

２  セグメント利益又は損失(△)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） 

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  セグメント利益又は損失(△)の調整額△625,792千円には、セグメント間消去12,744千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,049,053千円、棚卸資産の調整額473,001千円、為替レート差額△75,623

千円、貸倒引当金の修正等13,139千円が含まれています。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管

理部門に係る費用であります。 

２  セグメント利益又は損失(△)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

  (単位：千円)

報告セグメント
 

調整額  
(注)１ 

 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国

売上高

  外部顧客への売上高 6,343,754 659,519 1,119,258 289,828 517,026 8,929,387 ― 8,929,387

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

1,510,535 ― ― 128,794 14,561 1,653,892 (1,653,892) ―

計 7,854,290 659,519 1,119,258 418,623 531,588 10,583,279 (1,653,892) 8,929,387

セグメント利益又は 
損失(△)

1,524,731 12,373 95,324 47,392 △18,058 1,661,762 (1,189,228) 472,534

  (単位：千円)

報告セグメント
 

調整額  
(注)１ 

 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２

抄紙用具関連事業
工業用
事業

計

日本 北米 欧州 中国

売上高

  外部顧客への売上高 6,028,997 675,327 1,093,256 152,798 370,966 8,321,346 ― 8,321,346

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

1,424,821 ― ― 118,451 13,407 1,556,681 (1,556,681) ―

計 7,453,819 675,327 1,093,256 271,250 384,374 9,878,028 (1,556,681) 8,321,346

セグメント利益又は 
損失(△)

864,707 23,388 119,050 35,096 △10,182 1,032,060 (625,792) 406,267

（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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