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

25年3月期第3四半期 8,367 △8.2 512 △41.9 683 △35.9 338 △24.5
24年3月期第3四半期 9,113 △4.1 883 △34.8 1,067 △27.9 448 △48.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 483百万円 （835.7％） 24年3月期第3四半期 51百万円 （△89.0％）

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3四半期 17.06 ―
24年3月期第3四半期 22.59 ―

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3四半期 20,747 13,985 66.1 690.99
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3四半期  13,710百万円 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 
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3Q 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3Q 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3Q 19,842,186 株 24年3月期3Q 19,842,331 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、長引く円高・株安に加え、欧州財政問題や中国をはじめと

する新興国経済の成長鈍化による景気の下振れ懸念など、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、国内需要が冷え込むなかで、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、積極的に営業活動と技術サービスを展開し、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8,367百万円（前年同期比8.2%減）とな

りました。また、四半期純利益は338百万円（前年同期比24.5%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３四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 

  資産、負債及び純資産の状況 

  当第３四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165百万円増加しております。これは、現金及

び預金が683百万円、ソフトウエアが214百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が606百万円、流動資産の繰延

税金資産が112百万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73百万円減少しております。これは、固定負債のリース債務が221百万円増加し

た一方、支払手形及び買掛金が168百万円、未払法人税等が120百万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238百万円増加しております。これは、利益剰余金が100百万円、有価証券評価

差額金が114百万円増加したことなどによるものです。 

  なお、当第３四半期連結累計期間末の自己資本比率は66.1％となり、前連結会計年度末に比べ0.6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 

  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３四半期連結累計期間の営業利益は15,839千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 

15,998千円増加しております。 

   

   

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,402,709 4,086,606

受取手形及び売掛金 5,782,695 5,175,850

リース投資資産 15,844 16,326

有価証券 2,528 －

商品及び製品 1,112,709 1,147,627

仕掛品 1,027,894 1,053,069

原材料及び貯蔵品 582,578 567,023

繰延税金資産 249,379 136,861

その他 50,027 48,567

貸倒引当金 △18,164 △19,367

流動資産合計 12,208,201 12,212,565

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,278,472 1,270,412

機械装置及び運搬具（純額） 1,057,974 1,125,664

工具、器具及び備品（純額） 90,663 90,469

土地 859,362 858,912

リース資産（純額） 29,152 47,648

建設仮勘定 199,582 43,594

有形固定資産合計 3,515,207 3,436,702

無形固定資産   

ソフトウエア 3,317 217,807

リース資産 10,447 30,906

その他 9,633 9,519

無形固定資産合計 23,398 258,233

投資その他の資産   

投資有価証券 3,985,482 4,064,469

長期貸付金 － 4,800

繰延税金資産 339,750 320,707

リース投資資産 255,388 243,083

その他 310,452 261,956

貸倒引当金 △55,818 △54,943

投資その他の資産合計 4,835,255 4,840,072

固定資産合計 8,373,861 8,535,008

資産合計 20,582,063 20,747,574



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 808,819 640,477

短期借入金 2,451,400 2,413,250

リース債務 31,067 63,164

未払法人税等 181,094 60,766

役員賞与引当金 35,657 26,250

繰延税金負債 368 －

その他 1,486,231 1,328,846

流動負債合計 4,994,638 4,532,755

固定負債   

リース債務 8,653 229,824

長期未払金 194,200 190,900

退職給付引当金 1,462,379 1,616,937

役員退職慰労引当金 4,536 6,118

受入保証金 171,482 186,006

固定負債合計 1,841,252 2,229,787

負債合計 6,835,891 6,762,542

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 10,322,827

自己株式 △573,551 △573,575

株主資本合計 13,572,108 13,672,516

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 419,769 534,393

為替換算調整勘定 △513,716 △496,232

その他の包括利益累計額合計 △93,947 38,160

少数株主持分 268,010 274,355

純資産合計 13,746,172 13,985,031

負債純資産合計 20,582,063 20,747,574



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 9,113,448 8,367,489

売上原価 5,959,292 5,648,289

売上総利益 3,154,155 2,719,199

販売費及び一般管理費   

役員報酬 210,303 214,689

給料手当及び賞与 801,134 818,109

貸倒引当金繰入額 11,752 1,947

退職給付費用 102,474 87,015

役員退職慰労引当金繰入額 1,600 1,582

役員賞与引当金繰入額 29,025 26,250

その他 1,114,458 1,056,745

販売費及び一般管理費合計 2,270,749 2,206,340

営業利益 883,406 512,859

営業外収益   

受取利息 8,760 16,454

受取配当金 108,656 94,954

受取賃貸料 210,955 215,008

その他 35,569 18,196

営業外収益合計 363,942 344,613

営業外費用   

支払利息 17,200 16,968

貸与資産固定資産税 38,927 36,879

賃貸費用 64,837 72,273

その他 58,649 47,356

営業外費用合計 179,614 173,477

経常利益 1,067,734 683,994

特別利益   

固定資産売却益 13 －

特別利益合計 13 －

特別損失   

投資有価証券売却損 68,681 －

投資有価証券評価損 74,713 103,212

ゴルフ会員権評価損 － 12,499

退職給付制度終了損 21,585 －

特別損失合計 164,981 115,711

税金等調整前四半期純利益 902,766 568,282

法人税、住民税及び事業税 283,880 159,008

法人税等調整額 163,589 65,817

法人税等合計 447,469 224,826

少数株主損益調整前四半期純利益 455,297 343,456

少数株主利益 6,969 4,918

四半期純利益 448,327 338,537



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 455,297 343,456

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △319,242 114,623

為替換算調整勘定 △84,333 25,882

その他の包括利益合計 △403,576 140,506

四半期包括利益 51,720 483,962

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 71,960 470,645

少数株主に係る四半期包括利益 △20,239 13,316



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） 

  

 （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・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３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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 1,350,005千円 8,881千円 1,358,886千円 

Ⅱ 連結売上高         9,113,448千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 14.8％ 0.1％ 14.9％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 1,339,595千円 9,919千円 1,349,515千円 

Ⅱ 連結売上高         8,367,489千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 16.0％ 0.1％ 16.1％ 
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