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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 7,809 17.5 446 △24.3 456 △20.4 348 2.7
25年3月期第3四半期 6,645 6.2 589 98.2 573 95.2 339 136.0

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 358百万円 （2.8％） 25年3月期第3四半期 348百万円 （144.6％）

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 44.61 ―
25年3月期第3四半期 43.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 9,999 5,270 52.7
25年3月期 10,469 4,991 47.7
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 5,270百万円 25年3月期 4,991百万円

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 
（注）25年3月期配当金の内訳      普通配当7円00銭 特別配当3円00銭 
   26年3月期（予想）配当金の内訳 普通配当7円00銭 特別配当3円00銭 

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 10.00 10.00

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 10,483 20.0 550 △15.0 531 △13.3 300 △14.0 38.43



(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に対するレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に掲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および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添
付資料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※ 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 8,175,280 株 25年3月期 8,175,280 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 370,542 株 25年3月期 368,912 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 7,805,553 株 25年3月期3Q 7,806,386 株
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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、政府による経済政策や日銀による金融政策の効果

などにより、円安や株高が進行し輸出企業を中心に収益の改善傾向がみられ、設備投資にも持ち直しの

動きがみられるなど、全体として緩やかな回復基調で推移しました。一方、当社の属する業界において

は、円安による原燃料価格の上昇が続くなかで、製品価格への転嫁が十分には進まず、経営環境は厳し

い状況で推移しました。 

こうした環境のなか当社グループは、化合繊不織布を中心に販売拡大に積極的に取り組む一方、全社

あげてのコスト削減に取り組むなど、業績の向上に努めてまいりました。この結果、当第３四半期連結

累計期間の売上高は78億９百万円(前年同期比17.5％増)、営業利益は４億46百万円(同24.3％減)、経常

利益は４億56百万円(同20.4％減)となりました。四半期純利益は本巣工場建設に伴う補助金収入があっ

たことから３億48百万円(同2.7％増)となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

外食産業の復調傾向の中、パルプ不織布原反はオシボリ用途が堅調に推移したことにより売上高が

増加しました。同様に、パルプ不織布加工品も既存のＯＥＭ製品の販売が堅調に推移したことにより

売上高が増加しました。化合繊不織布は、一昨年12月に新設した本巣工場が順調に稼働し、紙オムツ

向け製品の販売数量が大幅に伸長したことにより売上高が増加しました。その他不織布は、食品工場

向け製品の販売が堅調に推移したことにより売上高が増加しました。その結果、当第３四半期連結累

計期間の売上高は44億44百万円(前年同期比28.1％増)、セグメント利益は６億10百万円(同7.8％減)

となりました。 

衛生用紙は、紙オムツ向け製品の販売数量が伸長したことにより、当第３四半期連結累計期間の売

上高は33億64百万円(前年同期比6.0％増)、セグメント利益は３億90百万円(同21.6％減)となりまし

た。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ４億70百万円減少して99億99百万円となりました。これは主に受

取手形及び売掛金が３億74百万円増加、電子記録債権が３億19百万円増加、現金及び預金が９億23百

万円減少したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ７億49百万円減少して47億28百万円となりました。これは主に支払

手形及び買掛金が３億43百万円増加、借入金が４億52百万円減少、流動負債のその他に含まれる設備

関係支払手形が４億81百万円減少したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ２億79百万円増加して52億70百万円となりました。これは主に

利益剰余金が２億70百万円増加したことによるものであります。この結果、自己資本比率は52.7％と

なりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

ａ．不織布関連事業

ｂ．紙関連事業

（２）財政状態に関する説明

ａ．資産

ｂ．負債

ｃ．純資産
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平成26年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成25年５月13日に公表しました数値

からの変更はしておりませんが、今後、様々な要因を精査し、修正の必要が生じた場合には、速やか

に開示いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

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 2,201,097 1,277,876

受取手形及び売掛金 2,871,826 3,246,034

電子記録債権 － 319,764

商品及び製品 197,428 245,750

仕掛品 11,313 2,064

原材料及び貯蔵品 421,776 438,984

その他 145,307 84,376

貸倒引当金 △23,727 △23,727

流動資産合計 5,825,023 5,591,124

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,115,608 3,134,268

減価償却累計額 △1,681,981 △1,748,571

建物及び構築物（純額） 1,433,627 1,385,697

機械装置及び運搬具 6,082,758 6,165,513

減価償却累計額 △4,504,452 △4,718,669

機械装置及び運搬具（純額） 1,578,305 1,446,843

土地 1,070,586 1,070,586

その他 295,063 269,648

減価償却累計額 △148,726 △168,760

その他（純額） 146,337 100,888

有形固定資産合計 4,228,856 4,004,015

無形固定資産   

のれん 8,179 －

その他 41,557 32,104

無形固定資産合計 49,737 32,104

投資その他の資産   

その他 384,502 390,414

貸倒引当金 △18,380 △18,380

投資その他の資産合計 366,122 372,034

固定資産合計 4,644,716 4,408,154

資産合計 10,469,739 9,999,278
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（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 1,754,027 2,097,443

短期借入金 684,342 590,800

未払法人税等 176,409 23,538

賞与引当金 99,390 50,929

役員賞与引当金 40,000 30,000

その他 891,234 450,428

流動負債合計 3,645,405 3,243,139

固定負債   

長期借入金 1,451,885 1,093,328

退職給付引当金 135,823 131,191

その他 245,206 260,921

固定負債合計 1,832,915 1,485,441

負債合計 5,478,321 4,728,580

純資産の部   

株主資本   

資本金 593,660 593,660

資本剰余金 603,260 603,260

利益剰余金 3,822,999 4,093,167

自己株式 △68,938 △69,670

株主資本合計 4,950,981 5,220,416

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,436 50,281

その他の包括利益累計額合計 40,436 50,281

純資産合計 4,991,417 5,270,698

負債純資産合計 10,469,739 9,999,278
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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 6,645,735 7,809,194

売上原価 4,962,596 6,259,151

売上総利益 1,683,139 1,550,043

販売費及び一般管理費 1,093,200 1,103,297

営業利益 589,938 446,745

営業外収益   

受取利息 294 754

受取配当金 5,183 5,438

為替差益 － 7,654

故紙売却収入 5,013 6,357

その他 4,473 10,705

営業外収益合計 14,963 30,910

営業外費用   

支払利息 10,214 14,248

シンジケートローン手数料 14,650 －

その他 6,302 6,532

営業外費用合計 31,166 20,780

経常利益 573,735 456,875

特別利益   

補助金収入 － 115,710

特別利益合計 － 115,710

特別損失   

投資有価証券評価損 751 －

特別損失合計 751 －

税金等調整前四半期純利益 572,983 572,585

法人税、住民税及び事業税 225,374 156,304

法人税等調整額 8,486 68,049

法人税等合計 233,861 224,353

少数株主損益調整前四半期純利益 339,122 348,231

四半期純利益 339,122 348,231
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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 339,122 348,231

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,167 9,844

その他の包括利益合計 9,167 9,844

四半期包括利益 348,289 358,076

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 348,289 358,076

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

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△570,554千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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。 

  

Ⅱ  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) 

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△554,055千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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）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）

 

報告セグメント 調整額 
（千円）
(注)１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円）
(注)２

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業 
(千円)

合計 
（千円）

売上高          

  外部顧客への売上高 3,470,167 3,175,568 6,645,735 ― 6,645,735

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,470,167 3,175,568 6,645,735 ― 6,645,735

セグメント利益 662,096 498,396 1,160,492 △570,554 589,938
 

 

報告セグメント 調整額 
（千円）
(注)１

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（千円）
(注)２

不織布関連事業
(千円)

紙関連事業 
(千円)

合計 
（千円）

売上高          

  外部顧客への売上高 4,444,521 3,364,673 7,809,194 ― 7,809,194

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,444,521 3,364,673 7,809,194 ― 7,809,194

セグメント利益 610,186 390,615 1,000,801 △554,055 446,745
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