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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 6,260 △2.8 297 △41.8 293 △42.4 143 △47.2
23年3月期第3四半期 6,441 △3.3 511 △54.1 509 △53.8 272 △57.2

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 142百万円 （△44.9％） 23年3月期第3四半期 258百万円 （―％）

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 18.41 ―
23年3月期第3四半期 34.86 ―

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 8,292 4,593 55.4
23年3月期 8,120 4,529 55.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,593百万円 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  ：  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 8,362 0.2 444 △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 
１．平成23年5月13日に発表しました連結業績予想は、本日（平成24年2月3日）開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり変更しております。 
２．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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付書類）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3Q 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3Q 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3Q 7,807,145 株 23年3月期3Q 7,809,878 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興に伴い緩やかな回復を

見せる一方、欧州諸国の金融不安を背景とした世界経済の減速や円高の長期化により輸出が停滞する

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、このたびの震災や円高等の影響もあり、当第３四半期連結累計期間

の売上高は62億60百万円(前年同期比2.8％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２億97百万円(同41.8％減)、経常

利益は２億93百万円(同42.4％減)、四半期純利益は１億43百万円(同47.2％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、一部の販売先が東日本大震災において被災し受注が

停滞し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、その他不織布も家庭用および産業用向けの新

規製品の販売等により増加しました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は31億59百万

円(前年同期比3.3％増)、セグメント利益は５億75百万円(同10.2％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、

一部の販売先が震災の被害を受け受注の回復に時間を要したこと、円高の影響により海外向け製品

の販売数量が伸び悩んだこと等により、売上高は減少しました。この結果、当第３四半期連結累計

期間の売上高は31億円(前年同期比8.3％減)、セグメント利益は２億35百万円(同40.6％減)となり

ました。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ１億72百万円増加して82億92百万円となりました。これは、在

庫調整により原材料及び貯蔵品が１億38百万円、減価償却等により有形固定資産が１億51百万円減

少した一方、現金及び預金が２億76百万円、受取手形及び売掛金が３億67百万円増加したこと等に

よるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ１億８百万円増加して36億99百万円となりました。これは、返済

により長期借入金が１億95百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が３億50百万円増加したこと

等によるものであります。 

純資産は、配当の支払いがあったものの、当期純利益を確保したこと等により、前連結会計年度

に比べ63百万円増加して45億93百万円となりました。この結果、自己資本比率は55.4％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

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

ａ．資産

ｂ．負債

ｃ．純資産
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通期の見通しにつきましては、第３四半期における業績の進捗状況および今後の原燃料価格の動向

等を想定し、通期業績予想を修正しております。詳細につきましては本日開示しました「業績予想の

修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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。 

  

(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 1,107,776 1,384,012

受取手形及び売掛金 2,335,328 2,703,271

商品及び製品 242,258 208,920

仕掛品 8,475 1,789

原材料及び貯蔵品 564,044 426,018

その他 184,475 52,810

貸倒引当金 △2,628 △2,742

流動資産合計 4,439,730 4,774,079

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 △1,572,752

建物及び構築物（純額） 1,145,840 1,090,433

機械装置及び運搬具 5,279,098 5,424,874

減価償却累計額 △4,014,439 △4,187,847

機械装置及び運搬具（純額） 1,264,659 1,237,027

その他 1,031,883 967,536

減価償却累計額 △123,195 △126,843

その他（純額） 908,687 840,693

有形固定資産合計 3,319,187 3,168,154

無形固定資産

のれん 40,898 28,628

その他 62,495 47,368

無形固定資産合計 103,393 75,997

投資その他の資産

その他 275,715 291,991

貸倒引当金 △17,260 △17,260

投資その他の資産合計 258,455 274,731

固定資産合計 3,681,036 3,518,883

資産合計 8,120,767 8,292,962
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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 1,352,128 1,702,670

短期借入金 501,885 521,885

未払法人税等 11,321 24,307

賞与引当金 96,452 46,615

役員賞与引当金 36,000 30,000

その他 393,592 380,804

流動負債合計 2,391,380 2,706,283

固定負債

長期借入金 818,114 622,771

退職給付引当金 128,384 133,744

その他 253,360 236,955

固定負債合計 1,199,859 993,470

負債合計 3,591,240 3,699,754

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 3,462,864

自己株式 △68,227 △68,823

株主資本合計 4,525,921 4,590,960

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 2,246

その他の包括利益累計額合計 3,606 2,246

純資産合計 4,529,527 4,593,207

負債純資産合計 8,120,767 8,292,962
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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 6,441,139 6,260,485

売上原価 4,949,826 4,973,607

売上総利益 1,491,312 1,286,877

販売費及び一般管理費 980,299 989,304

営業利益 511,012 297,573

営業外収益

受取利息 458 174

受取配当金 4,478 4,864

受取保険料 4,000 －

その他 10,519 12,057

営業外収益合計 19,456 17,096

営業外費用

支払利息 13,525 10,782

為替差損 3,896 4,228

その他 3,132 5,709

営業外費用合計 20,555 20,719

経常利益 509,914 293,951

特別損失

固定資産除却損 17,446 3,896

投資有価証券評価損 1,799 6,328

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 22,621 10,224

税金等調整前四半期純利益 487,292 283,726

法人税、住民税及び事業税 162,828 128,438

法人税等調整額 52,212 11,565

法人税等合計 215,040 140,003

少数株主損益調整前四半期純利益 272,251 143,722

四半期純利益 272,251 143,722
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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 272,251 143,722

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,999 △1,359

その他の包括利益合計 △13,999 △1,359

四半期包括利益 258,252 142,363

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 258,252 142,363

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。 

  

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  セグメント利益の調整額△525,891千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△525,891千円で

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  セグメント利益の調整額△513,021千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△513,021千円で

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。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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 3,059,599 3,381,540 6,441,139 ― 6,441,139

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,059,599 3,381,540 6,441,139 ― 6,441,139

セグメント利益 640,158 396,745 1,036,904 △525,891 511,012

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 3,159,838 3,100,647 6,260,485 ― 6,260,485

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,159,838 3,100,647 6,260,485 ― 6,260,485

セグメント利益 575,011 235,583 810,595 △513,021 297,573

(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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