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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 2,888 △1.4 227 △27.8 288 △31.1 107 △56.6
24年3月期第1四半期 2,930 △6.1 314 △29.6 417 △21.2 248 △22.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 11百万円 （△94.4％） 24年3月期第1四半期 214百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 5.42 ―
24年3月期第1四半期 12.50 ―

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

25年3月期第1四半期 20,221 13,632 66.0 672.76
24年3月期 20,582 13,746 65.5 679.27
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,349百万円 24年3月期  13,478百万円

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

24年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 6,270 4.6 630 2.8 730 2.0 460 9.8 23.18
通期 12,550 3.8 1,250 6.5 1,420 4.0 880 18.6 44.35



(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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査
手続は終了しておりません。 

※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。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページを参照して下さい。 

※  注記事項

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   ：  有
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） 25年3月期1Q 20,842,459 株 24年3月期 20,842,459 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,000,286 株 24年3月期 1,000,225 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,842,212 株 24年3月期1Q 19,842,361 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、一部に持ち直しの兆しも見られましたが、欧州債務危機の

再燃による世界景気の減速が懸念されるなど、先行き不透明な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、国内需要が低迷するなか、継続的な原燃料高に加

え、輸入紙の増加など、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、積極的な営業活動と技術サービスにより、国内市場での高シェ

アの維持、アジア市場への拡販などに努めてまいりましたが、売上高は2,888百万円（前年同期比1.4％減）となり

ました。また、四半期純利益は、投資有価証券の評価損などにより107百万円（前年同期比56.6％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１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ361百万円減少しております。これは、現金及

び預金が185百万円、たな卸資産が67百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が295百万円、投資有価証券が332

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246百万円減少しております。これは、支払手形及び買掛金が57百万円、未払法

人税等が174百万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114百万円減少しております。これは有価証券評価差額金が164百万円減少した

ことなどによるものです。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は66.0％となり、前連結会計年度末に比べ0.5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 

 平成24年５月15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 

（減価償却方法の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる当第１

四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,402,709 3,588,675

受取手形及び売掛金 5,782,695 5,486,777

リース投資資産 15,844 16,003

有価証券 2,528 2,735

商品及び製品 1,112,709 1,170,527

仕掛品 1,027,894 998,913

原材料及び貯蔵品 582,578 621,404

繰延税金資産 249,379 155,161

その他 50,027 67,281

貸倒引当金 △18,164 △19,630

流動資産合計 12,208,201 12,087,850

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,278,472 1,307,970

機械装置及び運搬具（純額） 1,057,974 1,222,082

工具、器具及び備品（純額） 90,663 95,771

土地 859,362 861,432

リース資産（純額） 29,152 24,052

建設仮勘定 199,582 32,607

有形固定資産合計 3,515,207 3,543,916

無形固定資産   

ソフトウエア 3,317 2,796

リース資産 10,447 6,260

その他 9,633 9,595

無形固定資産合計 23,398 18,652

投資その他の資産   

投資有価証券 3,985,482 3,652,931

繰延税金資産 339,750 426,903

リース投資資産 255,388 251,327

その他 310,452 296,717

貸倒引当金 △55,818 △57,298

投資その他の資産合計 4,835,255 4,570,581

固定資産合計 8,373,861 8,133,151

資産合計 20,582,063 20,221,001



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 808,819 750,969

短期借入金 2,451,400 2,450,040

リース債務 31,067 16,088

未払法人税等 181,094 6,690

役員賞与引当金 35,657 8,750

繰延税金負債 368 －

その他 1,486,231 1,442,942

流動負債合計 4,994,638 4,675,481

固定負債   

リース債務 8,653 14,625

長期未払金 194,200 198,100

退職給付引当金 1,462,379 1,515,303

役員退職慰労引当金 4,536 5,060

受入保証金 171,482 180,372

固定負債合計 1,841,252 1,913,462

負債合計 6,835,891 6,588,943

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 10,222,396 10,210,941

自己株式 △573,551 △573,575

株主資本合計 13,572,108 13,560,630

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 419,769 254,985

為替換算調整勘定 △513,716 △466,527

その他の包括利益累計額合計 △93,947 △211,542

少数株主持分 268,010 282,970

純資産合計 13,746,172 13,632,058

負債純資産合計 20,582,063 20,221,001



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,930,513 2,888,358

売上原価 1,847,839 1,896,267

売上総利益 1,082,673 992,091

販売費及び一般管理費   

役員報酬 66,081 72,049

給料手当及び賞与 273,926 283,339

貸倒引当金繰入額 － 2,472

退職給付費用 36,303 29,445

役員退職慰労引当金繰入額 400 524

役員賞与引当金繰入額 9,575 8,750

その他 381,875 368,291

販売費及び一般管理費合計 768,163 764,873

営業利益 314,510 227,218

営業外収益   

受取利息 2,909 4,029

受取配当金 67,372 51,609

受取賃貸料 72,393 69,506

その他 22,745 5,210

営業外収益合計 165,420 130,357

営業外費用   

支払利息 4,667 4,521

賃貸費用 20,217 24,090

その他 37,090 40,914

営業外費用合計 61,975 69,525

経常利益 417,955 288,049

特別損失   

固定資産除売却損 5,447 －

投資有価証券評価損 － 97,745

特別損失合計 5,447 97,745

税金等調整前四半期純利益 412,508 190,303

法人税、住民税及び事業税 32,800 4,100

法人税等調整額 133,012 78,871

法人税等合計 165,812 82,971

少数株主損益調整前四半期純利益 246,695 107,332

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,426 △267

四半期純利益 248,121 107,599



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 246,695 107,332

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △45,444 △164,784

為替換算調整勘定 13,025 69,388

その他の包括利益合計 △32,419 △95,395

四半期包括利益 214,276 11,936

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 211,477 △9,995

少数株主に係る四半期包括利益 2,798 21,932



該当事項はありません。  

   

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１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30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……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。 

当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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。 

  

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 439,916千円 3,710千円 443,626千円 

Ⅱ 連結売上高         2,930,513千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 15.0％ 0.1％ 15.1％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 462,085千円 123千円 462,208千円 

Ⅱ 連結売上高         2,888,358千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 16.0％ 0.0％ 16.0％ 
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