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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 8,636 3.2 565 10.3 757 10.7 462 36.6
25年3月期第3四半期 8,367 △8.2 512 △41.9 683 △35.9 338 △24.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,366百万円 （182.3％） 25年3月期第3四半期 483百万円 （835.7％）

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

26年3月期第3四半期 23.31 ―
25年3月期第3四半期 17.06 ―

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

26年3月期第3四半期 22,800 15,720 67.4 774.88
25年3月期 21,960 14,601 65.1 720.17
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 15,375百万円 25年3月期 14,289百万円

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

25年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
26年3月期 ― 6.00 ―
26年3月期（予想） 6.00 12.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 12,000 7.2 970 52.0 1,160 34.3 700 36.2 35.28



(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 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 20,842,459 株 25年3月期 20,842,459 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,000,286 株 25年3月期 1,000,286 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 19,842,173 株 25年3月期3Q 19,842,186 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、アベノミクス効果により緩やかに回復しつつあるものの、

欧州・新興国の景気動向や消費税率引き上げ後の景気下振れが懸念される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、円安を背景に輸出量は堅調に推移していますが、

原燃料コストが上昇する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

ェアの維持及びアジア市場における競争力強化等に努めてまいりました。売上高は8,636百万円（前年同期比3.2％

増）、四半期純利益は462百万円（前年同期比36.6％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ839百万円増加しております。これは、投資有

価証券が1,223百万円、有形固定資産が621百万円増加した一方、現金及び預金が821百万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279百万円減少しております。これは、短期借入金が620百万円減少した一方、繰

延税金負債が339百万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1,119百万円増加しております。これは、その他有価証券評価差額金が789百万

円増加したことなどによるものです。 

 なお、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は67.4％となり、前連結会計年度末に比べ2.3ポイント上昇 

いたしました。  

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月14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 

該当事項はありません。   

   

   

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,268,634 3,447,351

受取手形及び売掛金 5,355,881 5,408,690

リース投資資産 16,489 16,991

商品及び製品 1,075,606 1,119,418

仕掛品 1,066,426 1,004,095

原材料及び貯蔵品 558,931 650,275

繰延税金資産 247,966 142,233

その他 51,436 74,517

貸倒引当金 △22,338 △17,650

流動資産合計 12,619,035 11,845,923

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,282,763 1,739,902

機械装置及び運搬具（純額） 1,118,674 1,021,146

工具、器具及び備品（純額） 92,413 104,540

土地 862,662 865,816

リース資産（純額） 44,278 34,910

建設仮勘定 262,200 517,791

有形固定資産合計 3,662,993 4,284,107

無形固定資産   

ソフトウエア 206,092 218,780

ソフトウエア仮勘定 － 1,200

リース資産 28,556 26,616

その他 9,481 9,367

無形固定資産合計 244,130 255,964

投資その他の資産   

投資有価証券 4,670,297 5,893,669

長期貸付金 4,800 3,600

繰延税金資産 146,511 54,193

リース投資資産 238,898 226,091

その他 430,004 305,664

貸倒引当金 △55,919 △68,938

投資その他の資産合計 5,434,592 6,414,281

固定資産合計 9,341,715 10,954,354

資産合計 21,960,751 22,800,278



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 672,253 743,234

短期借入金 2,400,000 1,780,000

リース債務 62,245 73,060

未払法人税等 291,807 8,589

役員賞与引当金 34,581 18,750

その他 1,682,830 1,915,016

流動負債合計 5,143,718 4,538,650

固定負債   

リース債務 214,218 202,019

長期未払金 187,300 129,240

繰延税金負債 － 339,432

退職給付引当金 1,621,781 1,680,752

役員退職慰労引当金 6,644 3,569

受入保証金 186,006 186,006

固定負債合計 2,215,949 2,541,019

負債合計 7,359,668 7,079,670

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 10,499,014 10,723,471

自己株式 △573,575 △573,575

株主資本合計 13,848,703 14,073,160

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 861,568 1,650,766

為替換算調整勘定 △420,489 △348,569

その他の包括利益累計額合計 441,078 1,302,197

少数株主持分 311,301 345,250

純資産合計 14,601,083 15,720,607

負債純資産合計 21,960,751 22,800,278



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 8,367,489 8,636,144

売上原価 5,648,289 5,800,645

売上総利益 2,719,199 2,835,498

販売費及び一般管理費   

役員報酬 214,689 171,418

給料手当及び賞与 818,109 836,254

貸倒引当金繰入額 1,947 9,544

退職給付費用 87,015 66,811

役員退職慰労引当金繰入額 1,582 1,569

役員賞与引当金繰入額 26,250 18,750

その他 1,056,745 1,165,256

販売費及び一般管理費合計 2,206,340 2,269,605

営業利益 512,859 565,893

営業外収益   

受取利息 16,454 16,763

受取配当金 94,954 105,585

受取賃貸料 215,008 224,456

その他 18,196 30,010

営業外収益合計 344,613 376,815

営業外費用   

支払利息 16,968 14,691

貸与資産固定資産税 36,879 37,254

賃貸費用 72,273 67,892

その他 47,356 65,491

営業外費用合計 173,477 185,330

経常利益 683,994 757,378

特別損失   

投資有価証券評価損 103,212 －

ゴルフ会員権評価損 12,499 －

特別損失合計 115,711 －

税金等調整前四半期純利益 568,282 757,378

法人税、住民税及び事業税 159,008 177,941

法人税等調整額 65,817 107,491

法人税等合計 224,826 285,432

少数株主損益調整前四半期純利益 343,456 471,945

少数株主利益 4,918 9,382

四半期純利益 338,537 462,562



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 343,456 471,945

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 114,623 789,198

為替換算調整勘定 25,882 105,300

その他の包括利益合計 140,506 894,499

四半期包括利益 483,962 1,366,444

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 470,645 1,323,681

少数株主に係る四半期包括利益 13,316 42,763



 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。 

当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 1,339,595千円 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％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 1,595,998千円 24,160千円 1,620,158千円 

Ⅱ 連結売上高         8,636,144千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 18.5％ 0.3％ 18.8％ 
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