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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）

（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 8,455 1.6 368 △9.4 228 △43.8 22 △94.6

24年3月期第3四半期 8,321 △6.8 406 △14.0 406 △5.7 414 113.0

(注) 包括利益 25年3月期第3四半期 87百万円(△61.1％) 24年3月期第3四半期 224百万円(―％)

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3四半期 0.84 ―

24年3月期第3四半期 15.44 ―

（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3四半期 25,340 16,604 65.5

24年3月期 26,254 16,705 63.6

(参考) 自己資本 25年3月期第3四半期 16,604百万円 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3Ｑ 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3Ｑ 3,012,347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3Ｑ 26,825,237株 24年3月期3Ｑ 26,827,751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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要が引き続き下支えしたものの、海外経済

の減速等により依然として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、国内需要の低迷等により、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8,455百万円（前年同期比1.6％増）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、連結営業利益は368百

万円（前年同期比9.4％減）、連結経常利益は228百万円（前年同期比43.8％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利益は22百万円（前年同期比94.6％

減）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、抄紙用フエルトの販売数量は横ばいとなりました

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、抄紙用フエルト

の販売数量は減少いたしましたが、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。この結果、売上高は6,058百万円（前年同期比0.5％増）となりました。 

（北米） 

抄紙用フエルトの販売数量は減少し、抄紙用ベルトの販売数量が横ばいとなりましたが、ドル高

の影響により、売上高は733百万円（前年同期比8.7％増）となりました。 

（欧州） 

抄紙用ベルトの販売数量は減少いたしましたが、抄紙用フエルトの販売数量が増加したことに加

え、ユーロ高の影響により、売上高は1,174百万円（前年同期比7.5％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121百万円（前年同期比20.5％減）となりました。 

＜工業用事業＞ 

内需は増加いたしましたが、輸出が減少したことにより、売上高は366百万円（前年同期比1.2％

減）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3四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913百万円減少し、

25,340百万円となりました。これは主として有形固定資産が748百万円、受取手形及び売掛金が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812百万円減少し、8,736百万円となりました。これ

は主として固定負債のリース債務が268百万円、長期借入金が195百万円、賞与引当金が147百万円そ

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100百万円減少し、16,604百万円となりました。

これは主としてその他有価証券評価差額金が36百万円増加した一方、利益剰余金が165百万円減少し

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10月30日に公表いたしました平成25年3月期通期の業績予想か

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
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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3四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 2,100,482 2,130,128

受取手形及び売掛金 4,536,089 4,268,573

商品及び製品 1,872,610 2,030,853

仕掛品 953,551 997,377

原材料及び貯蔵品 334,014 362,124

繰延税金資産 180,670 123,310

未収還付法人税等 14,495 16,147

その他 72,602 57,283

貸倒引当金 △3,809 △1,568

流動資産合計 10,060,706 9,984,230

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,381,312 7,028,147

リース資産（純額） 2,658,750 2,411,735

その他（純額） 3,470,990 3,323,063

有形固定資産合計 13,511,052 12,762,946

無形固定資産 97,050 58,081

投資その他の資産   

投資有価証券 2,510,159 2,461,257

繰延税金資産 22,713 23,243

その他 116,239 115,236

貸倒引当金 △63,581 △64,323

投資その他の資産合計 2,585,530 2,535,413

固定資産合計 16,193,634 15,356,440

資産合計 26,254,340 25,340,671
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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 699,718 671,311

短期借入金 784,280 793,160

リース債務 363,889 372,568

未払法人税等 84,058 22,586

賞与引当金 298,845 151,302

その他 887,705 848,233

流動負債合計 3,118,496 2,859,162

固定負債   

長期借入金 365,000 170,000

リース債務 2,484,314 2,215,721

退職給付引当金 2,265,029 2,229,744

その他 1,315,955 1,261,482

固定負債合計 6,430,299 5,876,948

負債合計 9,548,795 8,736,111

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 11,741,449

自己株式 △1,061,558 △1,061,971

株主資本合計 16,763,044 16,597,129

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 185,398 222,151

為替換算調整勘定 △242,897 △214,721

その他の包括利益累計額合計 △57,498 7,430

純資産合計 16,705,545 16,604,559

負債純資産合計 26,254,340 25,340,671
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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 8,321,346 8,455,159

売上原価 5,388,673 5,593,083

売上総利益 2,932,672 2,862,076

販売費及び一般管理費 2,526,405 2,494,049

営業利益 406,267 368,026

営業外収益   

受取配当金 63,454 59,565

為替差益 33,656 －

その他 30,365 21,085

営業外収益合計 127,476 80,650

営業外費用   

支払利息 111,531 93,314

為替差損 － 115,674

その他 15,773 11,306

営業外費用合計 127,304 220,295

経常利益 406,439 228,381

特別損失   

減損損失 － 1,842

投資有価証券評価損 － 93,790

ゴルフ会員権評価損 10,974 816

災害による損失 4,919 －

特別損失合計 15,894 96,450

税金等調整前四半期純利益 390,544 131,930

法人税、住民税及び事業税 121,782 99,892

法人税等調整額 △145,530 9,630

法人税等合計 △23,747 109,522

少数株主損益調整前四半期純利益 414,292 22,407

四半期純利益 414,292 22,407
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 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 414,292 22,407

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △113,002 36,753

為替換算調整勘定 △76,486 28,175

その他の包括利益合計 △189,489 64,929

四半期包括利益 224,803 87,337

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 224,803 87,337
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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） 

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△625,792千円には、セグメント間消去12,744千円、各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△1,049,053千円、棚卸資産の調整額473,001千円、為替レート差額△75,623

千円、貸倒引当金の修正等13,139千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） 

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  セグメント利益の調整額△774,962千円には、セグメント間消去△27,041千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△981,201千円、棚卸資産の調整額55,078千円、為替レート差額180,017千円、貸倒引当

金の修正等△1,815千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 6,028,997 675,327 1,093,256 152,798 370,966 8,321,346 ― 8,321,346

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

1,424,821 ― ― 118,451 13,407 1,556,681 (1,556,681) ―

計 7,453,819 675,327 1,093,256 271,250 384,374 9,878,028 (1,556,681) 8,321,346

セグメント利益又は 
損失(△)

864,707 23,388 119,050 35,096 △10,182 1,032,060 (625,792) 406,267

  (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 6,058,385 733,817 1,174,819 121,520 366,616 8,455,159 ― 8,455,159

  セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

1,380,250 ― ― 154,249 12,498 1,546,998 (1,546,998) ―

計 7,438,636 733,817 1,174,819 275,770 379,115 10,002,158 (1,546,998) 8,455,159

セグメント利益 965,428 33,116 100,201 33,356 10,886 1,142,989 (774,962) 368,026

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