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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）

（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 5,644 △0.7 130 △64.6 82 △76.6 △109 －

24年3月期第2四半期 5,681 △6.4 367 26.7 351 56.9 280 90.4

(注) 包括利益 25年3月期第2四半期 △349百万円(―％) 24年3月期第2四半期 203百万円(―％)

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 △4.10 ―

24年3月期第2四半期 10.45 ―

（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2四半期 25,157 16,221 64.5

24年3月期 26,254 16,705 63.6

(参考) 自己資本 25年3月期第2四半期 16,221百万円 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 ― 2.00

25年3月期(予想) ― 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、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 11,200 △3.1 380 △45.2 310 △45.5 130 △78.6 4.85



  

 

 
（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2Ｑ 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2Ｑ 3,011,078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2Ｑ 26,825,652株 24年3月期2Ｑ 26,828,142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2四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、海外経済のより一層の減速や円高の定着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継続しております。 

このような状況の中、当社グループの連結売上高は5,644百万円（前年同期比0.7％減）となりまし

た。損益の状況につきましては、全社的にコスト削減対策に努めましたものの、連結営業利益は130百

万円（前年同期比64.6％減）、連結経常利益は82百万円（前年同期比76.6％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109百万円（前年同期は四半期

純利益280百万円）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、厳しい市場環境の中、懸命な受注活動が奏功し、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

トの販売数量は減少いたしました。この結果、売上高は4,116百万円（前年同期比0.4％減）となり

ました。 

（北米） 

抄紙用ベルトの販売数量は横ばいとなりましたが、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442百万円（前年同期比0.8％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が増加したことにより、売上高は768百万円

（前年同期比1.1％増）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74百万円（前年同期比33.1％減）となりました。 

＜工業用事業＞ 

内需は横ばいとなりましたが、輸出が増加したことにより、売上高は241百万円（前年同期比

5.7%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2四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1,096百万円減少

し、25,157百万円となりました。これは主として有形固定資産が462百万円、投資有価証券が418百万

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612百万円減少し、8,936百万円となりました。これ

は主として固定負債のリース債務が175百万円、長期借入金が130百万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483百万円減少し、16,221百万円となりました。

これは主として利益剰余金が244百万円、その他有価証券評価差額金が177百万円それぞれ減少したこ

とによるものです。 

  

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ83百万円減少

し、2,016百万円（前年度末比4.0％減）となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減

要因は以下のとおりです。 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費を源泉とした収入656百万円などにより578百

万円の収入（前年同期比109百万円の収入減）となりました。 

＜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、有形固定資産の取得による支出185百万円などにより、

185百万円の支出（前年同期比33百万円の支出増）となりました。 

＜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、ファイナンス・リース債務の返済による支出180百万

円、長期借入金の返済による支出130百万円などにより445百万円の支出（前年同期比587百万円の

支出減）となりました。 

  

通期（平成24年4月1日から平成25年3月31日）の連結業績予想につきましては、平成24年10月30日

に開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、売上高11,200百万円、営業利益

380百万円、経常利益310百万円、当期純利益130百万円を見込んでおります。 

（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

② キャッシュ・フローの状況

（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。 

  

（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、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2四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
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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 2,100,482 2,016,951

受取手形及び売掛金 4,536,089 4,455,466

商品及び製品 1,872,610 1,809,648

仕掛品 953,551 1,000,004

原材料及び貯蔵品 334,014 352,633

繰延税金資産 180,670 177,909

未収還付法人税等 14,495 14,110

その他 72,602 47,964

貸倒引当金 △3,809 △1,607

流動資産合計 10,060,706 9,873,079

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,381,312 7,154,205

リース資産（純額） 2,658,750 2,498,266

その他（純額） 3,470,990 3,396,351

有形固定資産合計 13,511,052 13,048,824

無形固定資産 97,050 69,616

投資その他の資産   

投資有価証券 2,510,159 2,091,245

繰延税金資産 22,713 22,515

その他 116,239 115,192

貸倒引当金 △63,581 △62,752

投資その他の資産合計 2,585,530 2,166,199

固定資産合計 16,193,634 15,284,640

資産合計 26,254,340 25,157,720
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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 699,718 650,065

短期借入金 784,280 775,220

リース債務 363,889 371,491

未払法人税等 84,058 42,420

賞与引当金 298,845 312,366

その他 887,705 818,116

流動負債合計 3,118,496 2,969,681

固定負債   

長期借入金 365,000 235,000

リース債務 2,484,314 2,308,648

退職給付引当金 2,265,029 2,249,150

その他 1,315,955 1,173,662

固定負債合計 6,430,299 5,966,461

負債合計 9,548,795 8,936,142

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 11,662,709

自己株式 △1,061,558 △1,061,771

株主資本合計 16,763,044 16,518,589

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 7,737

為替換算調整勘定 △242,897 △304,749

その他の包括利益累計額合計 △57,498 △297,011

純資産合計 16,705,545 16,221,577

負債純資産合計 26,254,340 25,157,720
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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 5,681,447 5,644,461

売上原価 3,639,027 3,859,409

売上総利益 2,042,419 1,785,051

販売費及び一般管理費 1,674,523 1,654,802

営業利益 367,896 130,249

営業外収益   

受取配当金 34,658 30,325

為替差益 15,594 －

その他 23,918 14,312

営業外収益合計 74,171 44,637

営業外費用   

支払利息 76,036 62,871

為替差損 － 24,137

その他 14,617 5,600

営業外費用合計 90,653 92,609

経常利益 351,413 82,277

特別損失   

投資有価証券評価損 － 155,230

減損損失 － 1,842

ゴルフ会員権評価損 8,879 112

災害による損失 3,699 －

特別損失合計 12,579 157,185

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（△）

338,834 △74,907

法人税、住民税及び事業税 103,055 74,024

法人税等調整額 △44,445 △38,951

法人税等合計 58,609 35,073

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（△）

280,225 △109,980

四半期純利益又は四半期純損失（△） 280,225 △109,980
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

280,225 △109,980

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,505 △177,660

為替換算調整勘定 △69,112 △61,852

その他の包括利益合計 △76,618 △239,512

四半期包括利益 203,607 △349,493

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 203,607 △349,493
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（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

338,834 △74,907

減価償却費 738,680 656,858

減損損失 － 1,842

投資有価証券評価損益（△は益） － 155,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,191 △3,030

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,096 13,521

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,254 △15,879

災害損失引当金の増減額（△は減少） △233,348 －

受取利息及び受取配当金 △36,199 △30,656

支払利息 76,036 62,871

売上債権の増減額（△は増加） 125,980 31,489

たな卸資産の増減額（△は増加） △407,382 △36,519

仕入債務の増減額（△は減少） 151,980 △9,850

その他 14,228 △46,922

小計 782,775 704,048

利息及び配当金の受取額 36,199 30,656

利息の支払額 △74,326 △62,485

法人税等の支払額 △57,056 △94,042

営業活動によるキャッシュ・フロー 687,592 578,177

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 △151,437 △185,872

その他 △405 488

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,842 △185,383

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） △624,521 －

長期借入金の返済による支出 △130,000 △130,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △169,996 △180,585

配当金の支払額 △107,301 △134,294

その他 △284 △212

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,032,103 △445,092

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,039 △31,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △528,394 △83,530

現金及び現金同等物の期首残高 2,877,259 2,100,482

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,348,865 2,016,951
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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） 

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△456,197千円には、セグメント間消去7,446千円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△704,527千円、棚卸資産の調整額296,416千円、為替レート差額△61,550千

円、貸倒引当金の修正等6,018千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） 

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△678,861千円には、セグメント間消去938千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△660,980千円、棚卸資産の調整額△24,853千円、為替レート差額6,093千円、貸倒

引当金の修正等△59千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。 

（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

  (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 4,134,395 446,337 760,112 111,671 228,930 5,681,447 ― 5,681,447

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

970,661 ― ― 77,604 9,315 1,057,580 (1,057,580) ―

計 5,105,057 446,337 760,112 189,276 238,245 6,739,028 (1,057,580) 5,681,447

セグメント利益又は 
損失(△)

715,034 15,130 82,803 16,674 △5,549 824,093 (456,197) 367,896

  (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 4,116,653 442,782 768,402 74,755 241,867 5,644,461 ― 5,644,461

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

970,588 ― ― 90,268 8,913 1,069,770 (1,069,770) ―

計 5,087,241 442,782 768,402 165,023 250,781 6,714,231 (1,069,770) 5,644,461

セグメント利益又は 
損失(△)

705,937 19,423 72,155 16,345 △4,752 809,111 (678,861) 130,249
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