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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種経済対策の効果による株価回復の動きや円安基調

の為替相場を背景として、企業収益や雇用情勢に改善が見られるなど、緩やかな景気の回復基調が継続しておりま

す。しかしながら一方で、消費税増税に伴う個人消費の落ち込みや円安による原材料価格上昇傾向等の懸念材料も

あり、依然として先行きは不透明な状況となっております。

このような状況のもと、当社グループとしましては、今後の如何なる環境変化にも対応して、持続的発展を遂げ

られるよう、全力を使って付加価値を創出し、社会に貢献するとの事業運営の基本方針を掲げ、全社一丸となって

実践に当たってまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は70億38百万円（前年同四半期

比101.7％）、営業損失は87百万円（前年同四半期は営業損失44百万円）、経常利益は34百万円（前年同四半期比73.9

％）となりました。

なお、四半期純損失につきましては、0百万円（前年同四半期は四半期純損失16百万円）となりました。

　

セグメント別の業績は次のとおりであります。

環境・エネルギー資材

環境資材については、耐熱フィルターを中心に環境資材関連の受注が堅調に推移しました。エネルギー資材につ

いては市況の回復の遅れ等により販売はやや低調に推移しました。また、環境資材、エネルギー資材ともに原価低

減に取り組んだものの利益は低調となりました。その結果、環境・エネルギー資材事業では、売上高は14億23百万

円（前年同四半期比99.0％）、セグメント利益は１億63百万円（前年同四半期比75.4％）となりました。

工業資材

工業資材については、OA機器用、各種産業用資材ともに低採算品目の販売見直しを行ったことにより販売、利益

ともに低調に推移しました。その結果、工業資材事業では、売上高は22億93百万円（前年同四半期比95.6％）、セグ

メント利益は３億34百万円（前年同四半期比73.4％）となりました。

建装・自動車資材

建装資材については、展示会等の各種カーペットの受注を中心に好調に推移しました。自動車資材についても、

受注は安定しており販売は堅調に推移しました。建装資材、自動車資材ともに原価低減に取り組んだものの利益は

低調となりました。その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は28億88百万円（前年同四半期比111.0％）、セ

グメント利益は３億14百万円（前年同四半期比83.5％）となりました。

その他

その他事業については、電気資材、衣料資材、帽子帽材等ともに、販売ルートの強化及び新規市場の開拓に積極

的に取組みましたが、消費税増税等の影響により、販売、利益ともに低調に推移しました。その結果、その他事業

では、売上高は４億33百万円（前年同四半期比89.6％）、セグメント利益は64百万円（前年同四半期比81.4％）とな

りました。

　

（２）財政状態に関する説明

(1)財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間における財政状態につきましては、総資産が134億42百万円と前連結会計年度末に比べ

て１億38百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が２億49百万円、商品及び製品が１億51百

万円、投資有価証券が１億５百万円それぞれ増加し、現金及び預金が６億９百万円減少したことによるものであり

ます。

　負債の部は、41億61百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億22百万円減少となりました。これは主に、長

期借入金が１億42百万円、退職給付に係る負債が１億67百万円それぞれ減少したことによるものであります。

純資産の部は、92億81百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億84百万円増加となりました。これは主に、

為替換算調整勘定が20百万円、その他有価証券評価差額金が69百万円、利益剰余金が88百万円それぞれ増加したこ

とによるものであります。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成26年11月５日公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」のとおり修正を行っております。また、通期の業績予想につきましては、平成26年５月16日に発表しました

通り変更ありません。

なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が含まれてお

ります。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがあります。

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

　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

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及

び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第

１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方

法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期

間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払

見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四半

期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減し

ております。

　 この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の利益剰余金が126,607千円増加しております。また、当第３四半

期連結累計期間の営業損失が3,782千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ同額減少して

おります。

　

３．継続企業の前提に関する重要事象等

　該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,707,110 2,098,022

受取手形及び売掛金 3,322,562 3,572,445

商品及び製品 1,034,616 1,185,853

仕掛品 313,888 348,790

原材料及び貯蔵品 423,668 494,876

繰延税金資産 94,494 65,494

その他 61,589 105,083

貸倒引当金 △1,195 △6,802

流動資産合計 7,956,736 7,863,762

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,142,282 3,164,570

減価償却累計額 △1,565,341 △1,628,687

建物及び構築物（純額） 1,576,941 1,535,882

機械装置及び運搬具 6,000,444 6,093,653

減価償却累計額 △5,275,115 △5,407,745

機械装置及び運搬具（純額） 725,329 685,908

土地 1,558,881 1,575,146

建設仮勘定 169,228 16,539

その他 307,349 448,424

減価償却累計額 △255,994 △256,823

その他（純額） 51,354 191,601

有形固定資産合計 4,081,735 4,005,077

無形固定資産

のれん 79,317 59,488

ソフトウエア 121,062 136,825

その他 31,691 13,085

無形固定資産合計 232,072 209,399

投資その他の資産

投資有価証券 1,030,283 1,135,924

繰延税金資産 211,570 143,632

その他 103,403 130,771

貸倒引当金 △34,198 △45,612

投資その他の資産合計 1,311,058 1,364,715

固定資産合計 5,624,866 5,579,192

資産合計 13,581,602 13,442,955
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,603,456 1,632,702

短期借入金 350,000 350,000

1年内償還予定の社債 ― 50,000

1年内返済予定の長期借入金 189,392 189,392

未払法人税等 45,395 27,274

未払費用 108,469 109,399

賞与引当金 132,083 78,583

その他 346,040 259,347

流動負債合計 2,774,836 2,696,700

固定負債

社債 150,000 100,000

長期借入金 730,624 588,580

退職給付に係る負債 680,399 512,633

その他 148,424 263,719

固定負債合計 1,709,447 1,464,933

負債合計 4,484,284 4,161,633

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,875,714 5,964,442

自己株式 △222,075 △222,092

株主資本合計 8,969,752 9,058,463

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 128,882 198,100

為替換算調整勘定 70,721 91,184

退職給付に係る調整累計額 △72,038 △66,425

その他の包括利益累計額合計 127,566 222,859

純資産合計 9,097,318 9,281,322

負債純資産合計 13,581,602 13,442,955
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 6,920,902 7,038,112

売上原価 5,629,187 5,728,501

売上総利益 1,291,714 1,309,610

販売費及び一般管理費 1,336,325 1,397,498

営業損失（△） △44,610 △87,888

営業外収益

受取利息 6,291 5,508

受取配当金 8,092 10,172

不動産賃貸料 58,627 59,525

為替差益 39,786 60,073

その他 14,469 14,780

営業外収益合計 127,267 150,059

営業外費用

支払利息 13,379 13,643

売上割引 5,950 5,949

不動産賃貸原価 5,551 5,585

シンジケートローン手数料 7,720 ―

その他 2,737 2,006

営業外費用合計 35,338 27,184

経常利益 47,318 34,986

特別利益

固定資産売却益 1,136 13

特別利益合計 1,136 13

特別損失

固定資産除却損 2,737 102

特別損失合計 2,737 102

税金等調整前四半期純利益 45,716 34,898

法人税、住民税及び事業税 45,536 47,258

法人税等調整額 16,838 △11,761

法人税等合計 62,374 35,496

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,658 △598

少数株主利益 ― ―

四半期純損失（△） △16,658 △598
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △16,658 △598

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,827 69,218

為替換算調整勘定 36,174 20,462

退職給付に係る調整額 ― 5,612

その他の包括利益合計 57,001 95,292

四半期包括利益 40,342 94,693

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 40,342 94,693

少数株主に係る四半期包括利益 ― ―
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年02月09日 10時02分 10ページ （Tess 1.40 20131220_01）


