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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）

（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 2,650 △3.4 46 △77.7 34 △83.4 △67 ―

 24年3月期第1四半期 2,744 △4.4 210 254.5 207 336.2 225 ―

(注) 包括利益 25年3月期第1四半期 △232百万円(―％) 24年3月期第1四半期 207百万円(―％)

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 △2.53 ―

 24年3月期第1四半期 8.39 ―

（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 ％

 25年3月期第1四半期 25,686 16,339 63.6

 24年3月期 26,254 16,705 63.6

(参考) 自己資本 25年3月期第1四半期 16,339百万円 24年3月期 16,705百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

25年3月期 ―

25年3月期(予想) 2.00 ― 3.00 5.00

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)

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) 5,800 2.1 350 △4.9 300 △14.6 290 3.5 10.81

通期 11,600 0.4 580 △16.4 510 △10.3 520 △14.3 19.38



  

 

 
（注）詳細は、添付資料P.4「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの

変更・修正再表示」をご覧ください。 

 
  

・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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありませ

ん。また、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。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 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 ： 有

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) 25年3月期1Ｑ 29,835,758株 24年3月期 29,835,758株

② 期末自己株式数 25年3月期1Ｑ 3,009,796株 24年3月期 3,009,670株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Ｑ 26,826,034株 24年3月期1Ｑ 26,828,944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1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景とする緩やかな回復の兆しがみ

られるものの、海外経済の減速や長期的な円高傾向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、国内需要が低迷するなど、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2,650百万円（前年同期比3.4％減）となりまし

た。損益の状況につきましては、全社的なコスト削減対策に努めましたものの、需要の低迷に伴う売上

高の減少等により、連結営業利益は46百万円（前年同期比77.7％減）、連結経常利益は34百万円（前年

同期比83.4％減）となりました。また、投資有価証券評価損等を特別損失に計上したことにより四半期

純損失は67百万円（前年同期は四半期純利益225百万円）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、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が、抄紙用フエルトの販売数量は横ば

いとなりました。この結果、売上高は1,950百万円（前年同期比1.2％減）となりました。 

（北米） 

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

え、ドル安の影響により、売上高は230百万円（前年同期比0.3％減）となりました。 

（欧州） 

抄紙用フエルト及び抄紙用ベルトともに販売数量は増加いたしましたが、ユーロ安の影響によ

り、売上高は306百万円（前年同期比14.3％減）となりました。 

（中国） 

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

り、売上高は59百万円（前年同期比24.9％減）となりました。 

＜工業用事業＞ 

内需は減少いたしましたが、輸出が増加したことにより、売上高は102百万円（前年同期比1.2%

増）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1四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567百万円減少し、

25,686百万円となりました。これは主として受取手形及び売掛金が279百万円、有形固定資産が267百

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201百万円減少し、9,347百万円となりました。これ

は主として賞与引当金が148百万円、固定負債のリース債務が92百万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366百万円減少し、16,339百万円となりました。

これは主として利益剰余金が202百万円、その他有価証券評価差額金が109百万円それぞれ減少したこ

とによるものです。 

  

業績予想につきましては、平成24年5月15日に公表いたしました平成25年3月期第2四半期連結累計

期間及び通期の業績予想から変更しておりません。 

（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

イチカワ㈱(3513)　平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

- 3 -



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

この変更による当第1四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

イチカワ㈱(3513)　平成25年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

- 4 -



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 2,100,482 2,142,670

受取手形及び売掛金 4,536,089 4,256,581

商品及び製品 1,872,610 1,953,297

仕掛品 953,551 990,482

原材料及び貯蔵品 334,014 361,361

繰延税金資産 180,670 218,754

未収還付法人税等 14,495 28,605

その他 72,602 80,740

貸倒引当金 △3,809 △3,530

流動資産合計 10,060,706 10,028,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,381,312 7,263,118

リース資産（純額） 2,658,750 2,572,688

その他（純額） 3,470,990 3,408,018

有形固定資産合計 13,511,052 13,243,825

無形固定資産 97,050 83,455

投資その他の資産   

投資有価証券 2,510,159 2,254,041

繰延税金資産 22,713 22,900

その他 116,239 116,337

貸倒引当金 △63,581 △62,819

投資その他の資産合計 2,585,530 2,330,459

固定資産合計 16,193,634 15,657,740

資産合計 26,254,340 25,686,703
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（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 699,718 653,123

短期借入金 784,280 778,620

リース債務 363,889 366,937

未払法人税等 84,058 35,452

賞与引当金 298,845 150,713

その他 887,705 1,183,165

流動負債合計 3,118,496 3,168,011

固定負債   

長期借入金 365,000 300,000

リース債務 2,484,314 2,391,508

退職給付引当金 2,265,029 2,245,067

その他 1,315,955 1,243,042

固定負債合計 6,430,299 6,179,618

負債合計 9,548,795 9,347,629

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 11,906,951 11,704,917

自己株式 △1,061,558 △1,061,577

株主資本合計 16,763,044 16,560,991

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 185,398 75,741

為替換算調整勘定 △242,897 △297,660

その他の包括利益累計額合計 △57,498 △221,918

純資産合計 16,705,545 16,339,073

負債純資産合計 26,254,340 25,686,703
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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 2,744,113 2,650,471

売上原価 1,717,554 1,767,107

売上総利益 1,026,558 883,363

販売費及び一般管理費 816,197 836,519

営業利益 210,360 46,844

営業外収益   

受取配当金 34,658 30,325

その他 9,541 7,950

営業外収益合計 44,199 38,276

営業外費用   

支払利息 39,044 32,016

為替差損 3,622 16,113

その他 4,038 2,421

営業外費用合計 46,705 50,551

経常利益 207,854 34,568

特別損失   

投資有価証券評価損 － 89,270

減損損失 － 1,842

災害による損失 2,479 －

特別損失合計 2,479 91,113

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

205,375 △56,545

法人税、住民税及び事業税 33,826 50,372

法人税等調整額 △53,605 △39,144

法人税等合計 △19,779 11,227

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

225,154 △67,773

四半期純利益又は四半期純損失（△） 225,154 △67,773
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 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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

225,154 △67,773

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,173 △109,656

為替換算調整勘定 △11,683 △54,762

その他の包括利益合計 △17,857 △164,419

四半期包括利益 207,296 △232,192

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 207,296 △232,192
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 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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） 

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△188,275千円には、セグメント間消去16,782千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△346,958千円、棚卸資産の調整額138,586千円、為替レート差額△197千円、

貸倒引当金の修正等3,512千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。 

  

（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

  (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 1,973,451 231,647 358,178 79,417 101,418 2,744,113 ― 2,744,113

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

458,980 ― ― 30,403 5,268 494,652 (494,652) ―

計 2,432,431 231,647 358,178 109,821 106,686 3,238,766 (494,652) 2,744,113

セグメント利益又は 
損失(△)

347,640 6,371 31,139 16,447 △2,963 398,636 (188,275) 210,360
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Ⅱ 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） 

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△220,466千円には、セグメント間消去8,893千円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△343,934千円、棚卸資産の調整額125,778千円、為替レート差額△10,059千円、

貸倒引当金の修正等△1,144千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。 

  

  (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 1,950,308 230,991 306,828 59,680 102,662 2,650,471 ― 2,650,471

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

389,725 ― ― 34,921 3,418 428,065 (428,065) ―

計 2,340,033 230,991 306,828 94,601 106,081 3,078,536 (428,065) 2,650,471

セグメント利益又は 
損失(△)

238,088 10,686 13,052 12,241 △6,757 267,310 (220,466) 46,844
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