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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 16,084 ― 454 ― 570 ― 285 ―
20年3月期第1四半期 16,904 4.1 527 84.0 554 71.8 280 87.7

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

21年3月期第1四半期 2.09 ―
20年3月期第1四半期 2.06 ―

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

21年3月期第1四半期 84,842 27,850 32.1 199.66
20年3月期 84,664 27,831 32.1 199.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  27,221百万円 20年3月期  27,151百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 33,500 ― 650 ― 850 ― 600 ― 4.40
通期 68,000 1.1 1,700 21.2 2,500 13.1 1,500 52.6 11.00

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２～３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）上記の業績予想は、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、上記予想と実際の業績との間には、今後のさまざまな要因によっ
て差異が生ずる場合があります。業績予想の前提となる仮定等については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
（２）当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結
財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  136,605,158株 20年3月期  136,605,158株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  269,232株 20年3月期  266,291株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  136,337,506株 20年3月期第1四半期  136,360,057株
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定性的情報・財務諸表等

 

１．連結経営成績に関する定性的情報

  

　当第１四半期のわが国経済は、原燃料価格の高騰を背景に企業収益が落ち込むと同時に、物価上昇に伴う実質所得

の減少により個人消費が低迷し、景気動向は不安の要素を強めております。

　このような状況のなか、当社グループにおきましては、衣料品・生活資材事業では、成形製品や海外向けトランク

スは堅調に推移しましたが、カジュアル地・コート地向けテキスタイルの販売不振に加え、国内向けインナー製品の

収益性の低下により、事業全体では減収減益となりました。

　化合繊・機能資材事業では、合繊部門においては、衛生材および産業資材向けの合繊綿が需要拡大を背景に数量を

伸ばしましたが、原材料価格上昇の影響は避けられませんでした。レーヨン部門においては、衣料用素材、米国向け

防炎製品などの開発商品が好調に推移し、事業全体では増収増益となりました。

　非繊維事業では、化成品部門における携帯電話関連の受注減少の影響を受け、減収減益となりました。

　これらの結果、当第１四半期の連結売上高は16,084百万円（前年同期比4.9%減）、営業利益は454百万円（前年同期

比13.8%減）、経常利益は570百万円（前年同期比2.9%増）、当四半期純利益は285百万円（前年同期比1.6%増）となり

ました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　

　当第１四半期の総資産は、投資有価証券の第１四半期末の時価評価額が上昇したことにより前期末に比べ178百万円

増加し、84,842百万円となりました。また、純資産は前期末に比べて19百万円増加し、27,850百万円となりました。

その結果、自己資本比率は32.1%となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　

　当第１四半期の業績は、グループ全体としては計画通りに推移いたしました。したがいまして、平成20年５月９日

に公表いたしました平成21年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありません。

 

４．その他

（１）期中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）
　

　 該当事項はありません。

 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
 

（簡便な会計処理）　

①一般債権の貸倒見積高の算定方法　

　  当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。　

②棚卸資産の評価方法

　　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。　

③固定資産の減価償却費の算定方法　

　　固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を按分する方法

によっております。

④経過勘定項目の算定方法　

　　固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少なものについては、合理的な算定方法による概算額で計

上する方法によっております。

   

－ 1 －



⑤法人税並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法　

 　 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

　　該当事項はありません。 　

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企業会

計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成19年３月14

日　企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連

結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、移動平均法による原価法から移動平均法による原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ47百万円減少しております。

③当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この

変更が、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ありません。　
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,899 7,462

受取手形及び売掛金 14,724 14,607

商品及び製品 5,693 5,173

仕掛品 890 942

原材料及び貯蔵品 1,575 1,625

繰延税金資産 899 957

その他 1,676 1,375

貸倒引当金 △418 △437

流動資産合計 31,940 31,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 16,907 16,926

減価償却累計額 △10,756 △10,704

建物及び構築物（純額） 6,151 6,221

機械装置及び運搬具 30,296 30,461

減価償却累計額 △24,140 △24,212

機械装置及び運搬具（純額） 6,156 6,249

土地 18,951 18,975

建設仮勘定 44 225

その他 2,554 2,588

減価償却累計額 △2,025 △2,030

その他（純額） 529 558

有形固定資産合計 31,832 32,231

無形固定資産 760 773

投資その他の資産   

投資有価証券 17,335 16,984

長期貸付金 71 74

破産更生債権等 193 193

繰延税金資産 1,212 1,275

その他 1,777 1,705

貸倒引当金 △281 △281

投資その他の資産合計 20,308 19,952

固定資産合計 52,901 52,957

資産合計 84,842 84,664
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,406 13,730

短期借入金 14,150 12,666

1年内償還予定の社債 2,050 2,250

未払法人税等 171 544

賞与引当金 456 837

特別クレーム損失引当金 49 49

その他 3,610 3,467

流動負債合計 33,892 33,545

固定負債   

社債 1,900 1,900

長期借入金 9,264 9,475

繰延税金負債 3,718 3,630

退職給付引当金 3,313 3,210

役員退職慰労引当金 － 28

訴訟損失引当金 675 748

長期預り保証金 3,763 3,773

負ののれん 129 175

その他 333 343

固定負債合計 23,098 23,287

負債合計 56,991 56,832

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,181 18,181

資本剰余金 741 741

利益剰余金 11,201 11,325

自己株式 △42 △42

株主資本合計 30,082 30,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △643 △1,084

繰延ヘッジ損益 △0 △16

為替換算調整勘定 △2,217 △1,953

評価・換算差額等合計 △2,860 △3,055

少数株主持分 629 679

純資産合計 27,850 27,831

負債純資産合計 84,842 84,664
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 16,084

売上原価 12,901

売上総利益 3,183

販売費及び一般管理費 2,728

営業利益 454

営業外収益  

受取利息 41

受取配当金 42

負ののれん償却額 46

持分法による投資利益 176

その他 47

営業外収益合計 354

営業外費用  

支払利息 134

その他 105

営業外費用合計 239

経常利益 570

特別利益  

固定資産売却益 4

特別利益合計 4

特別損失  

固定資産除売却損 16

減損損失 30

特別損失合計 46

税金等調整前四半期純利益 527

法人税、住民税及び事業税 97

法人税等調整額 142

法人税等合計 239

少数株主利益 2

四半期純利益 285
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 527

減価償却費 356

有形固定資産売却損益（△は益） △4

有形固定資産除却損 16

減損損失 30

負ののれん償却額 △45

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △380

退職給付引当金の増減額（△は減少） 123

受取利息及び受取配当金 △84

支払利息 134

売上債権の増減額（△は増加） △195

たな卸資産の増減額（△は増加） △505

仕入債務の増減額（△は減少） △252

未払消費税等の増減額（△は減少） 22

その他の流動資産の増減額（△は増加） △127

その他の流動負債の増減額（△は減少） 295

その他の固定負債の増減額（△は減少） △35

持分法による投資損益（△は益） △176

その他 0

小計 △305

利息及び配当金の受取額 335

利息の支払額 △70

法人税等の支払額 △642

営業活動によるキャッシュ・フロー △683

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △157

定期預金の払戻による収入 200

有形固定資産の取得による支出 △239

有形固定資産の売却による収入 24

有形固定資産の除却による支出 △247

投資有価証券の取得による支出 △130

短期貸付けによる支出 △2

短期貸付金の回収による収入 8

長期貸付金の回収による収入 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △542
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（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

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） 2,467

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △1,207

社債の償還による支出 △200

配当金の支払額 △221

少数株主への配当金の支払額 △4

自己株式の増減額（△は増加） △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 933

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349

現金及び現金同等物の期首残高 5,725

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,376
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企業会計基

準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成19年３月14日　企業会

計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成

しております。　

（４）継続企業の前提に関する注記
　 該当事項はありません。

（５）セグメント情報
ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

衣料品・
生活資材
事業
（百万円）

化合繊・
機能資材
事業
（百万円）

非繊維
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
(百万円)

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,204 9,249 1,629 16,084 － 16,084

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
40 10 133 183 (183) －

計 5,245 9,259 1,763 16,268 (183) 16,084

営業利益（△損失） △24 421 55 452 2 454

　（注）１．事業区分は、事業の種類、性質に基づいて区分しております。

２．各事業の主な内容

①　衣料品・生活資材事業：紡績糸、織物、編物、二次製品の製造販売業。

②　化合繊・機能資材事業：化合繊綿、不織布製品、産業資材関連の製造販売業。

③　非繊維事業：電気部品の成形・組立・加工業、ゴム製品製造販売業、ホテル業、ゴルフ場業、不動産

業、保険代理店業、エンジニアリング業。　　　　　　　

３．会計処理の方法の変更　

　　　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、移動平均法による原価法から移動

平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、衣料品・生活資材事業で17百万円、化合繊・機能資材

事業で30百万円それぞれ減少しております。　

－ 1 －



ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

日本
（百万円）

その他の
地域 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
(百万円)

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 15,449 635 16,084 － 16,084

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
80 872 952 (952) －

計 15,529 1,507 17,037 (952) 16,084

営業利益（△損失） 423 32 455 (1) 454

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

その他の地域……………ブラジル、中国、インドネシアであります。

３．会計処理の方法の変更　

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、移動平均法による原価法から移動

平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で45百万円、その他の地域で２百万円それぞれ減

少しております。　

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　　

その他の地域

　（百万円）

計

（百万円）

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,262 2,262

Ⅱ　連結売上高（百万円） 16,084

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 14.1 14.1

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

その他の地域……………アメリカ、ブラジル、中国、インドネシア、韓国等であります。

３．海外売上高は、当社及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。

（６）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。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 16,904

Ⅱ　売上原価 13,572

売上総利益 3,332

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,804

営業利益 527

Ⅳ　営業外収益  

　受取利息・配当金 73

　負ののれん償却額 46

　持分法による投資利益 51

　その他 69

営業外収益計 240

Ⅴ　営業外費用  

　支払利息 129

　その他 84

営業外費用計 213

経常利益 554

Ⅵ　特別利益 15

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 569

法人税等 276

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

12

四半期純利益 280

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　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 569

　減価償却費 409

　売上債権の増減額 749

　棚卸資産の増減額 △494

　仕入債務の増減額 154

　その他 △450

小計 937

　法人税等の支払額 △172

　その他 112

営業活動によるキャッシュ・フロー 877

Ⅱ　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 △213

　有形固定資産の売却による収入 71

　投資有価証券の取得による支出 △3

　その他 601

投資活動によるキャッシュ・フロー 455

Ⅲ　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 △691

　長期借入金の純増減額 △221

　配当金の支払額 △203

　その他 10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,106

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 231

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,841

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 5,072

－ 4 －



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年第１四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

衣料品・
生活資材
事業
（百万円）

化合繊・
機能資材
事業
（百万円）

非繊維
事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社
(百万円)

連結
（百万円）

売上高 5,945 9,129 2,027 17,102 (197) 16,904

営業費用 5,900 8,760 1,914 16,575 (197) 16,377

営業利益 44 369 112 527 － 527

ｂ．所在地別セグメント情報

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略して

おります。

－ 5 －
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