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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 2,455 13.4 119 △37.3 127 △28.1 76 △26.2
25年3月期第1四半期 2,165 7.0 191 239.9 177 222.2 103 450.0

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 78百万円 （△19.9％） 25年3月期第1四半期 97百万円 （417.1％）

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1四半期 9.84 ―
25年3月期第1四半期 13.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 9,810 4,991 50.9
25年3月期 10,469 4,991 47.7
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  4,991百万円 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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 5,068 15.8 186 △52.0 177 △51.7 87 △59.4 11.14
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
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） 26年3月期1Q 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1Q 369,807 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1Q 7,805,778 株 25年3月期1Q 7,806,424 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円安や株高を背景に景気には改善の動きがみら

れたものの、欧州経済の低迷、中国経済の成長の減速等の影響もあり、先行き不透明な状況で推移し

ました。 

このような環境の中、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んだこと

により、当第１四半期連結累計期間の売上高は24億55百万円(前年同期比13.4％増)となりました。一

方、利益面につきましては、全社あげてのコスト削減の推進に取り組んでまいりましたが、円安によ

る原燃料価格の上昇の影響等があり、営業利益は１億19百万円(同37.3％減)、経常利益は１億27百万

円(同28.1％減)、四半期純利益は76百万円(同26.2％減)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。 

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。パルプ

不織布加工品は、新たなＯＥＭ製品の取り扱いを積極的に開拓したものの、全体の売上高は前期並

みとなりました。化合繊不織布は、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

受注が堅調に推移したものの、自動車部材向け製品の販売数量が伸び悩んだことにより売上高が減

少しました。この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は13億40百万円(前年同期比26.5％

増)、セグメント利益は１億61百万円(同19.3％減)となりました。 

衛生用紙は、国内外の紙オムツ向け製品を中心に販売活動を積極的に展開しましたが、当第１四

半期連結累計期間の売上高は前期並みの11億15百万円(前年同期比0.8％増)、セグメント利益は１

億50百万円(同12.3％減)となりました。 

  

総資産は、前連結会計年度に比べ６億59百万円減少して98億10百万円となりました。これは、受

取手形及び売掛金が２億22百万円増加したものの、現金及び預金が８億２百万円減少したこと等に

よるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ６億58百万円減少して48億19百万円となりました。これは、借入

金が２億87百万円、流動負債の「その他」に含まれる設備関係支払手形が４億53百万円それぞれ減

少したこと等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０百万円減少して49億91百万円となりました。これは、四半

期純利益を確保したものの、配当金の支払い等により利益剰余金が減少したこと等によるものであ

ります。この結果、自己資本比率は50.9％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、平成25年５月13日に公表いたしました業績予想に変更

はございません。 

  

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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,201,097 1,398,102

受取手形及び売掛金 2,871,826 3,094,784

商品及び製品 197,428 237,883

仕掛品 11,313 3,824

原材料及び貯蔵品 421,776 431,627

その他 145,307 128,744

貸倒引当金 △23,727 △23,727

流動資産合計 5,825,023 5,271,238

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,115,608 3,120,969

減価償却累計額 △1,681,981 △1,704,032

建物及び構築物（純額） 1,433,627 1,416,936

機械装置及び運搬具 6,082,758 6,152,225

減価償却累計額 △4,504,452 △4,574,758

機械装置及び運搬具（純額） 1,578,305 1,577,467

土地 1,070,586 1,070,586

その他 295,063 246,112

減価償却累計額 △148,726 △155,399

その他（純額） 146,337 90,712

有形固定資産合計 4,228,856 4,155,703

無形固定資産

のれん 8,179 4,089

その他 41,557 36,498

無形固定資産合計 49,737 40,588

投資その他の資産

その他 384,502 361,319

貸倒引当金 △18,380 △18,380

投資その他の資産合計 366,122 342,939

固定資産合計 4,644,716 4,539,231

資産合計 10,469,739 9,810,469
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,754,027 1,925,140

短期借入金 684,342 514,599

未払法人税等 176,409 58,888

賞与引当金 99,390 51,694

役員賞与引当金 40,000 10,000

その他 891,234 558,873

流動負債合計 3,645,405 3,119,197

固定負債

長期借入金 1,451,885 1,333,928

退職給付引当金 135,823 130,477

その他 245,206 235,723

固定負債合計 1,832,915 1,700,129

負債合計 5,478,321 4,819,326

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 3,821,709

自己株式 △68,938 △69,372

株主資本合計 4,950,981 4,949,256

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 41,886

その他の包括利益累計額合計 40,436 41,886

純資産合計 4,991,417 4,991,143

負債純資産合計 10,469,739 9,810,469
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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１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 2,165,431 2,455,219

売上原価 1,620,402 1,960,047

売上総利益 545,029 495,172

販売費及び一般管理費 353,808 375,344

営業利益 191,220 119,828

営業外収益

受取利息 37 35

受取配当金 3,845 3,903

為替差益 － 6,953

その他 3,117 4,006

営業外収益合計 7,000 14,899

営業外費用

支払利息 3,250 5,004

シンジケートローン手数料 13,800 －

その他 3,648 2,067

営業外費用合計 20,699 7,071

経常利益 177,521 127,655

特別損失

投資有価証券評価損 640 －

特別損失合計 640 －

税金等調整前四半期純利益 176,881 127,655

法人税、住民税及び事業税 99,576 63,069

法人税等調整額 △26,663 △12,186

法人税等合計 72,912 50,882

少数株主損益調整前四半期純利益 103,968 76,773

四半期純利益 103,968 76,773
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 103,968 76,773

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,265 1,450

その他の包括利益合計 △6,265 1,450

四半期包括利益 97,702 78,223

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 97,702 78,223

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１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30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△180,461千円は、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１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30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△192,182千円は、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 1,059,068 1,106,362 2,165,431 ― 2,165,431

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,059,068 1,106,362 2,165,431 ― 2,165,431

セグメント利益 200,546 171,135 371,682 △180,461 191,220

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 1,340,064 1,115,155 2,455,219 ― 2,455,219

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,340,064 1,115,155 2,455,219 ― 2,455,219

セグメント利益 161,847 150,163 312,011 △192,182 119,828
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