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1.  平成25年5月期第3四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成25年2月28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5月期第3四半期 26,559 △0.9 243 △34.3 392 △8.1 195 △35.8

24年5月期第3四半期 26,798 △1.9 371 ― 427 ― 304 ―

（注）包括利益 25年5月期第3四半期 363百万円 （△17.5％） 24年5月期第3四半期 440百万円 （―％）

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5月期第3四半期 23.35 ―

24年5月期第3四半期 36.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年5月期第3四半期 19,355 11,304 58.4
24年5月期 18,948 11,041 58.3

（参考） 自己資本   25年5月期第3四半期  11,304百万円 24年5月期  11,041百万円

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5月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
25年5月期 ― 0.00 ―

25年5月期（予想） 12.00 12.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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 35,800 △0.2 310 △26.0 380 △18.8 200 △37.1 23.91



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期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、当社
としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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仮定および業
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２ページの「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期3Q 8,435,225 株 24年5月期 8,435,225 株

② 期末自己株式数 25年5月期3Q 70,023 株 24年5月期 70,004 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期3Q 8,365,206 株 24年5月期3Q 8,365,340 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わが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に企業の生産活動や個人消

費は緩やかな回復基調にあり、欧州経済の動向など先行きは不透明な要素はあるものの、新政権の積極的な景気浮

揚策により円安・株高が進行し、景気回復への期待感が高まってまいりました。 

このような状況のもと、当社グループは、近時の経営環境の変化に迅速に対応し、外部環境の実態に即した事業

戦略のもとに企業の総力を 大限に発揮すべく、平成25年５月期からの３ヵ年の中長期的な経営戦略を策定し、

「海外戦略の強化」、「新事業・新商品の創出」、「コンバーター機能の強化・拡充」、「グループ各社の連携強

化」、「人材育成」に重点を置いて営業活動を推進してまいりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は265億59百万円（前年同期比0.9％減）となり、円安の進行

に伴う為替差益があったものの、経常利益は３億92百万円（前年同期比8.1％減）、四半期純利益は１億95百万円

（前年同期比35.8％減）となりました。 

当第３四半期連結累計期間のセグメント別の状況は以下のとおりであります。 

（不織布事業） 

主力の不織布製品につきましては、エレクトロニクス関連産業の稼働率が引き続き低迷しており、比較的堅調だ

った国内の光学関連分野も失速が見られ、また、中国においては稼働率の回復の兆しは未だ見えず、安価な海外製

品との競合による利益率の低下もあり、業績は低調に推移しました。 

また、連結子会社の日本プラントシーダー㈱が担うアグリ分野では、福島第一原子力発電所の近隣地域における

風評被害による作付け低迷や、北海道地域における販売数量の落ち込みが業績を押し下げる要因となりました。 

これらの結果、売上高は78億82百万円（前年同期比3.1％減）、セグメント利益は３億２百万円（前年同期比

30.7％減）となりました。 

（家庭紙・日用雑貨事業） 

連結子会社のアズフィット㈱が営む家庭紙・日用雑貨事業につきましては、消費者の低価格志向に加え安価な輸

入品の増加の影響などにより、トイレットペーパーやティシュペーパーの販売価格は引き続き低迷し、国内製紙メ

ーカーによる価格修正も浸透せず、苦戦を強いられました。 

これらの結果、売上高は186億32百万円（前年同期比0.1％増）、セグメント損失は37百万円（前年同期は40百万

円のセグメント損失）となりました。 

（その他の事業） 

その他の事業につきましては、売上高は44百万円（前年同期比12.8％減）、セグメント利益は12百万円（前年同

期比235.0％増）となりました。 

  

（注）連結子会社の日本プラントシーダー㈱およびアズフィット㈱の決算期は２月末日のため、当第３四半期連結

累計期間には各社の平成24年３月から平成24年11月の実績が反映されております。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

資産につきましては、前連結会計年度末に比べて４億７百万円増加し、193億55百万円となりました。主な要因

は、「受取手形及び売掛金」の増加２億70百万円、「投資有価証券」の増加２億62百万円、「現金及び預金」の減

少１億22百万円であります。 

（負債） 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて１億44百万円増加し、80億51百万円となりました。主な要因

は、「短期借入金」の増加１億40百万円、「繰延税金負債」の増加90百万円、「１年内償還予定の社債」の減少１

億円であります。 

（純資産） 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて２億62百万円増加し、113億４百万円となりました。主な要

因は、「その他有価証券評価差額金」の増加１億68百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想に関しましては、平成25年１月９日公表の数値から変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

（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）  

 当社及び一部の連結子会社は、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６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。 

 これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,772,332 3,650,287

受取手形及び売掛金 5,920,653 6,190,688

商品及び製品 1,215,733 1,334,483

原材料 189,568 250,817

繰延税金資産 61,490 40,484

その他 845,322 851,684

貸倒引当金 △7,314 △14,610

流動資産合計 11,997,786 12,303,835

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,381,752 5,373,639

減価償却累計額 △3,179,269 △3,279,753

建物及び構築物（純額） 2,202,482 2,093,885

機械装置及び運搬具 392,329 399,990

減価償却累計額 △338,966 △352,609

機械装置及び運搬具（純額） 53,363 47,380

土地 1,724,227 1,724,227

リース資産 3,450 3,344

減価償却累計額 △2,127 △2,565

リース資産（純額） 1,322 778

その他 143,632 146,079

減価償却累計額 △114,856 △120,057

その他（純額） 28,776 26,022

有形固定資産合計 4,010,172 3,892,295

無形固定資産   

のれん 110,279 77,195

リース資産 24,810 7,298

その他 93,456 109,658

無形固定資産合計 228,545 194,152

投資その他の資産   

投資有価証券 2,055,988 2,318,077

長期貸付金 34,301 26,149

繰延税金資産 20,705 22,829

その他 622,909 627,810

貸倒引当金 △22,251 △29,463

投資その他の資産合計 2,711,652 2,965,404

固定資産合計 6,950,371 7,051,851

資産合計 18,948,158 19,355,686
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,836,549 3,916,232

短期借入金 850,000 990,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

1年内償還予定の社債 300,000 200,000

リース債務 25,078 8,379

未払法人税等 74,427 85,206

賞与引当金 32,967 44,943

役員賞与引当金 1,120 －

その他 601,769 534,924

流動負債合計 5,921,912 5,979,687

固定負債   

社債 700,000 700,000

長期借入金 750,000 750,000

リース債務 2,263 117

繰延税金負債 318,622 409,404

退職給付引当金 76,605 86,609

役員退職慰労引当金 95,381 88,285

その他 42,284 37,494

固定負債合計 1,985,156 2,071,911

負債合計 7,907,069 8,051,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,322,214 1,322,214

資本剰余金 1,374,967 1,374,967

利益剰余金 7,925,225 8,020,192

自己株式 △82,406 △82,427

株主資本合計 10,540,001 10,634,947

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 501,088 669,141

その他の包括利益累計額合計 501,088 669,141

純資産合計 11,041,089 11,304,088

負債純資産合計 18,948,158 19,355,686
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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６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 26,798,308 26,559,157

売上原価 22,473,324 22,451,056

売上総利益 4,324,984 4,108,101

販売費及び一般管理費 3,953,651 3,864,291

営業利益 371,333 243,809

営業外収益   

受取利息 1,983 2,110

受取配当金 39,054 45,970

仕入割引 30,331 29,596

為替差益 3,266 100,980

その他 26,200 20,403

営業外収益合計 100,837 199,061

営業外費用   

支払利息 27,694 22,413

支払遅延利息 － 21,361

売上割引 2,255 2,335

その他 15,014 4,284

営業外費用合計 44,964 50,395

経常利益 427,205 392,476

特別利益   

固定資産売却益 18,133 3,433

保険返戻金 27,491 1,398

受取保険金 33,807 －

その他 1,640 573

特別利益合計 81,073 5,405

特別損失   

固定資産除却損 200 31

投資有価証券評価損 10,089 7,829

災害による損失 3,359 －

その他 1,947 1,597

特別損失合計 15,597 9,458

税金等調整前四半期純利益 492,681 388,423

法人税、住民税及び事業税 159,714 172,914

法人税等調整額 28,866 20,159

法人税等合計 188,580 193,073

少数株主損益調整前四半期純利益 304,101 195,349

少数株主利益 － －

四半期純利益 304,101 195,349
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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６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 304,101 195,349

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 136,612 168,053

その他の包括利益合計 136,612 168,053

四半期包括利益 440,713 363,402

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 440,713 363,402

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23年６月１日 至 平成24年２月29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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、日本橋やさい事業、不動産賃

貸事業を含んでおります。 

２．セグメント利益又は損失の調整額28,014千円は、セグメント間取引消去額であります。 

３．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。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年６月１日 至 平成25年２月28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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額33,060千円は、セグメント間取引消去額であります。 

３．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。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

（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
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

不織布 
家庭紙・
日用雑貨 

計

売上高               

外部顧客への売上

高 
 8,132,949  18,614,681  26,747,630  50,678  26,798,308  －  26,798,308

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 21,703  7,778  29,481  107,040  136,521  △136,521  －

計  8,154,652  18,622,459  26,777,111  157,718  26,934,830  △136,521  26,798,308

セグメント利益又は

損失（△） 
 436,514  △40,814  395,700  3,646  399,347  △28,014  371,333

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

不織布 
家庭紙・
日用雑貨 

計

売上高               

外部顧客への売上

高 
 7,882,079  18,632,893  26,514,972  44,184  26,559,157  －  26,559,157

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 92,330  6,903  99,234  105,797  205,032  △205,032  －

計  7,974,410  18,639,796  26,614,207  149,982  26,764,189  △205,032  26,559,157

セグメント利益又は

損失（△） 
 302,604  △37,951  264,652  12,217  276,870  △33,060  243,809
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