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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 5,721 2.5 345 10.7 472 19.4 283 130.6
25年3月期第2四半期 5,582 △6.9 311 △49.1 395 △44.3 122 △70.7

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 748百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △150百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 14.27 ―
25年3月期第2四半期 6.19 ―

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2四半期 22,022 15,221 67.6 750.02
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2四半期  14,882百万円 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
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2Q 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2Q 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2Q 19,842,173 株 25年3月期2Q 19,842,192 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四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、着実に景況感の改善が見られ

るものの、引き続き欧米諸国の財政問題や新興国経済の減速によるリスクもあり、先行きに不透明感を残した状況

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、国内需要が回復傾向にあるものの、総じて弱含み

で推移し、原燃料高も継続してい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、アジア市場への拡販などに努めてまいりました。その結果、売上高は5,721百万円（前年同期比2.5％

増）、四半期純利益は283百万円（前年同期比130.6％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四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62百万円増加しております。 

これは、投資有価証券が557百万円増加し、受取手形及び売掛金が513百万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558百万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620百万円増加しております。これは、利益剰余金が164百万円、その他有価証

券評価差額金が360百万円増加したことなどによるものです。 

 なお、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は67.6％となり、前連結会計年度末に比べ2.5ポイント上昇

いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ173百万円減少し3,782百万円と

なりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は898百万円（前年同期は966百万円の収入）と

なりました。これは、税金等調整前四半期純利益が472百万円、減価償却費が313百万円、売上債権の減少が540百

万円となった一方、法人税等の支払が280百万円あったことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、295百万円の支出（前年同期は93百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出が419百万円あったことなどによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、784百万円の支出（前年同期は159百万円の支出）となりました。これ

は、短期借入金の減少が620百万円、配当金の支払が119百万円あったことなどによるものです。   

   

（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
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,268,634 4,095,367

受取手形及び売掛金 5,355,881 4,842,404

リース投資資産 16,489 16,822

商品及び製品 1,075,606 1,138,587

仕掛品 1,066,426 997,760

原材料及び貯蔵品 558,931 614,909

繰延税金資産 247,966 233,327

その他 51,436 74,919

貸倒引当金 △22,338 △22,979

流動資産合計 12,619,035 11,991,120

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,282,763 1,278,007

機械装置及び運搬具（純額） 1,118,674 1,101,328

工具、器具及び備品（純額） 92,413 103,217

土地 862,662 865,619

リース資産（純額） 44,278 38,033

建設仮勘定 262,200 620,365

有形固定資産合計 3,662,993 4,006,571

無形固定資産   

ソフトウエア 206,092 229,950

リース資産 28,556 28,335

その他 9,481 9,405

無形固定資産合計 244,130 267,691

投資その他の資産   

投資有価証券 4,670,297 5,227,689

長期貸付金 4,800 3,600

繰延税金資産 146,511 53,978

リース投資資産 238,898 230,403

その他 430,004 310,179

貸倒引当金 △55,919 △68,357

投資その他の資産合計 5,434,592 5,757,493

固定資産合計 9,341,715 10,031,756

資産合計 21,960,751 22,022,876
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 672,253 656,497

短期借入金 2,400,000 1,780,000

リース債務 62,245 72,908

未払法人税等 291,807 168,740

役員賞与引当金 34,581 14,000

繰延税金負債 － 182

その他 1,682,830 1,798,538

流動負債合計 5,143,718 4,490,867

固定負債   

リース債務 214,218 220,219

長期未払金 187,300 135,840

繰延税金負債 － 109,005

退職給付引当金 1,621,781 1,656,104

役員退職慰労引当金 6,644 3,050

受入保証金 186,006 186,006

固定負債合計 2,215,949 2,310,225

負債合計 7,359,668 6,801,093

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 10,663,115

自己株式 △573,575 △573,575

株主資本合計 13,848,703 14,012,803

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 1,221,766

為替換算調整勘定 △420,489 △352,544

その他の包括利益累計額合計 441,078 869,221

少数株主持分 311,301 339,757

純資産合計 14,601,083 15,221,783

負債純資産合計 21,960,751 22,022,876
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,582,616 5,721,733

売上原価 3,790,385 3,836,381

売上総利益 1,792,230 1,885,351

販売費及び一般管理費   

役員報酬 143,453 121,440

給料手当及び賞与 547,154 546,968

貸倒引当金繰入額 2,914 14,864

退職給付費用 58,811 43,588

役員退職慰労引当金繰入額 1,058 1,050

役員賞与引当金繰入額 17,500 14,000

その他 709,377 798,209

販売費及び一般管理費合計 1,480,270 1,540,121

営業利益 311,960 345,229

営業外収益   

受取利息 11,049 11,402

受取配当金 53,873 60,685

受取賃貸料 140,936 149,378

その他 11,724 19,272

営業外収益合計 217,583 240,738

営業外費用   

支払利息 12,143 11,230

貸与資産固定資産税 24,987 24,981

賃貸費用 48,093 44,045

その他 48,761 33,407

営業外費用合計 133,985 113,666

経常利益 395,558 472,302

特別損失   

投資有価証券評価損 157,403 －

ゴルフ会員権評価損 11,699 －

特別損失合計 169,102 －

税金等調整前四半期純利益 226,456 472,302

法人税、住民税及び事業税 116,584 160,190

法人税等調整額 △15,476 23,143

法人税等合計 101,108 183,333

少数株主損益調整前四半期純利益 125,348 288,968

少数株主利益 2,577 5,815

四半期純利益 122,770 283,153
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 125,348 288,968

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △303,098 360,198

為替換算調整勘定 26,789 99,400

その他の包括利益合計 △276,309 459,598

四半期包括利益 △150,961 748,567

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △162,178 711,296

少数株主に係る四半期包括利益 11,217 37,271
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 226,456 472,302

減価償却費 301,643 313,031

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,914 11,952

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,500 △20,626

退職給付引当金の増減額（△は減少） 98,595 10,968

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,058 △3,594

受取利息及び受取配当金 △64,923 △72,087

支払利息 12,143 11,230

投資有価証券評価損益（△は益） 157,403 －

ゴルフ会員権評価損 11,699 －

売上債権の増減額（△は増加） 549,129 540,746

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,628 △19,618

仕入債務の増減額（△は減少） △235,593 △17,342

その他 20,084 △104,717

小計 1,091,739 1,122,242

利息及び配当金の受取額 61,470 68,654

利息の支払額 △12,143 △11,230

法人税等の支払額 △174,348 △280,693

営業活動によるキャッシュ・フロー 966,718 898,973

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △127,501 △419,258

無形固定資産の取得による支出 △560 △1,938

投資有価証券の取得による支出 △1,634 △1,830

その他 36,457 127,717

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,238 △295,310

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △5,380 △620,000

自己株式の取得による支出 △23 －

配当金の支払額 △119,053 △119,053

少数株主への配当金の支払額 △6,972 △8,814

その他 △27,660 △36,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,090 △784,217

現金及び現金同等物に係る換算差額 458 7,288

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 714,847 △173,266

現金及び現金同等物の期首残高 3,089,709 3,955,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,804,556 3,782,367
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  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２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年9月30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２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年9月30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。 

   

   

（４）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 896,010千円 7,701千円 903,712千円 

Ⅱ 連結売上高         5,582,616千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 16.1％ 0.1％ 16.2％ 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 1,029,380千円 12,678千円 1,042,059千円 

Ⅱ 連結売上高         5,721,733千円 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占める割合 18.0％ 0.2％ 18.2％ 
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