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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 5,582 △6.9 311 △49.1 395 △44.3 122 △70.7
24年3月期第2四半期 5,994 △5.0 613 △32.7 709 △28.4 419 △6.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △150百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 239百万円 （―％）

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2四半期 6.19 ―
24年3月期第2四半期 21.14 ―

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2四半期 20,196 13,469 65.3 665.09
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2四半期  13,196百万円 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 ― 6.00
25年3月期（予想） ― 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、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 11,500 △4.8 750 △36.1 920 △31.8 420 △43.4 21.17



(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 
１．当該予想数値につきましては、通期の個別業績予想の修正を含め、平成24年10月25日に「業績予想の修正に関するお知らせ」を公表しておりますのでご参
照ください。 
２．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。 

※  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2Q 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2Q 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2Q 19,842,192 株 24年3月期2Q 19,842,344 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、復興需要による持ち直しの期待もありましたが、長引く

円高・株安に加え、欧州財政問題が中国など新興国をはじめ世界経済へ波及したことにより景気の下振れが懸念さ

れ、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、国内需要が冷え込むなか、安価な輸入紙の流入が

続くなど、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5,582百万円（前年同期比6.9%減）とな

りました。また、四半期純利益は投資有価証券評価損などにより122百万円（前年同期比70.7%減）となりました。

 なお従来、特別損失に表示していた「固定資産除売却損」は、当第２四半期連結累計期間より営業外費用「その

他」に含めて表示しております。これに伴い、前第２四半期連結累計期間についても「固定資産除売却損」を特別

損失から営業外費用へ組み替えを行っております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四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385百万円減少しております。 

これは、受取手形及び売掛金が543百万円、投資有価証券が590百万円減少し、現金及び預金が714百万円増加した

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108百万円減少しております。これは、支払手形及び買掛金が235百万円減少し、

退職給付引当金が104百万円増加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277百万円減少しております。これは、その他有価証券評価差額金が303百万円

減少したことなどによるものです。 

 なお、当第２四半期連結累計期間末の自己資本比率は65.3％となり、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント低下

いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ714百万円増加し3,804百万円と

なりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は966百万円（前年同期は700百万円の収入）と

なりました。これは、税金等調整前四半期純利益が226百万円、減価償却費が301百万円、投資有価証券評価損が

157百万円、売上債権の減少が549百万円となった一方、法人税等の支払が174百万円、仕入債務の減少が235百万円

となったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、93百万円の支出（前年同期は135百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出が127百万円あったことなどによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、159百万円の支出（前年同期は197百万円の支出）となりました。これ

は、配当金の支払が119百万円あったことなどによるものです。 

    

（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24年10月25日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

下さい。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（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。これにより従来の

方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は9,174千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

9,275千円増加しております。  

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,402,709 4,117,556

受取手形及び売掛金 5,782,695 5,239,629

リース投資資産 15,844 16,163

有価証券 2,528 －

商品及び製品 1,112,709 1,075,208

仕掛品 1,027,894 1,029,314

原材料及び貯蔵品 582,578 599,091

繰延税金資産 249,379 236,020

その他 50,027 45,817

貸倒引当金 △18,164 △20,334

流動資産合計 12,208,201 12,338,467

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,278,472 1,276,037

機械装置及び運搬具（純額） 1,057,974 1,207,601

工具、器具及び備品（純額） 90,663 95,116

土地 859,362 858,912

リース資産（純額） 29,152 19,920

建設仮勘定 199,582 23,750

有形固定資産合計 3,515,207 3,481,339

無形固定資産   

ソフトウエア 3,317 2,821

リース資産 10,447 2,073

その他 9,633 9,557

無形固定資産合計 23,398 14,452

投資その他の資産   

投資有価証券 3,985,482 3,395,433

繰延税金資産 339,750 500,996

リース投資資産 255,388 247,225

その他 310,452 273,092

貸倒引当金 △55,818 △54,943

投資その他の資産合計 4,835,255 4,361,804

固定資産合計 8,373,861 7,857,595

資産合計 20,582,063 20,196,063
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 808,819 573,547

短期借入金 2,451,400 2,447,700

リース債務 31,067 9,337

未払法人税等 181,094 121,441

役員賞与引当金 35,657 17,500

繰延税金負債 368 －

その他 1,486,231 1,590,935

流動負債合計 4,994,638 4,760,463

固定負債   

リース債務 8,653 12,777

長期未払金 194,200 194,500

退職給付引当金 1,462,379 1,567,378

役員退職慰労引当金 4,536 5,594

受入保証金 171,482 186,189

固定負債合計 1,841,252 1,966,439

負債合計 6,835,891 6,726,903

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 10,226,112

自己株式 △573,551 △573,575

株主資本合計 13,572,108 13,575,801

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 419,769 116,670

為替換算調整勘定 △513,716 △495,567

その他の包括利益累計額合計 △93,947 △378,896

少数株主持分 268,010 272,255

純資産合計 13,746,172 13,469,160

負債純資産合計 20,582,063 20,196,063
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 5,994,873 5,582,616

売上原価 3,878,167 3,790,385

売上総利益 2,116,705 1,792,230

販売費及び一般管理費   

役員報酬 138,190 143,453

給料手当及び賞与 528,739 547,154

貸倒引当金繰入額 － 2,914

退職給付費用 68,065 58,811

役員退職慰労引当金繰入額 1,000 1,058

役員賞与引当金繰入額 19,150 17,500

その他 748,328 709,377

販売費及び一般管理費合計 1,503,474 1,480,270

営業利益 613,231 311,960

営業外収益   

受取利息 5,919 11,049

受取配当金 68,271 53,873

受取賃貸料 142,209 140,936

その他 28,507 11,724

営業外収益合計 244,908 217,583

営業外費用   

支払利息 12,534 12,143

賃貸費用 41,905 48,093

その他 93,892 73,748

営業外費用合計 148,331 133,985

経常利益 709,807 395,558

特別損失   

投資有価証券評価損 － 157,403

ゴルフ会員権評価損 － 11,699

退職給付制度終了損 21,585 －

特別損失合計 21,585 169,102

税金等調整前四半期純利益 688,222 226,456

法人税、住民税及び事業税 286,363 116,584

法人税等調整額 △16,071 △15,476

法人税等合計 270,292 101,108

少数株主損益調整前四半期純利益 417,929 125,348

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,590 2,577

四半期純利益 419,519 122,770
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 417,929 125,348

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △189,346 △303,098

為替換算調整勘定 10,424 26,789

その他の包括利益合計 △178,922 △276,309

四半期包括利益 239,006 △150,961

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237,246 △162,178

少数株主に係る四半期包括利益 1,760 11,217

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 688,222 226,456

減価償却費 331,570 301,643

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,075 2,914

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,736 △17,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 68,263 98,595

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,400 1,058

受取利息及び受取配当金 △74,191 △64,923

支払利息 12,534 12,143

投資有価証券評価損益（△は益） － 157,403

ゴルフ会員権評価損 － 11,699

退職給付制度終了損 21,585 －

売上債権の増減額（△は増加） 447,673 549,129

たな卸資産の増減額（△は増加） △166,103 28,628

仕入債務の増減額（△は減少） △134,853 △235,593

その他 △86,691 20,084

小計 1,078,797 1,091,739

利息及び配当金の受取額 74,191 61,470

利息の支払額 △12,534 △12,143

法人税等の支払額 △440,235 △174,348

営業活動によるキャッシュ・フロー 700,218 966,718

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △151,979 △127,501

無形固定資産の取得による支出 △575 △560

投資有価証券の取得による支出 △1,522 △1,634

その他 19,074 36,457

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,002 △93,238

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △16,920 △5,380

自己株式の取得による支出 △22 △23

配当金の支払額 △119,054 △119,053

少数株主への配当金の支払額 △7,285 △6,972

その他 △53,834 △27,660

財務活動によるキャッシュ・フロー △197,116 △159,090

現金及び現金同等物に係る換算差額 △203 458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 367,895 714,847

現金及び現金同等物の期首残高 3,648,186 3,089,709

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,016,081 3,804,556

- 8 -



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２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 893,876千円 6,863千円 900,740千円 

Ⅱ 連結売上高         5,994,873千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 14.9％ 0.1％ 15.0％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 896,010千円 7,701千円 903,712千円 

Ⅱ 連結売上高         5,582,616千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 16.1％ 0.1％ 16.2％ 
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