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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 892 ― △30 ― △35 ― △35 ―
20年3月期第1四半期 945 8.3 △10 ― △13 ― △14 ―

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 △2.97 ―
20年3月期第1四半期 △1.18 ―

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 2,933 478 16.3 39.94
20年3月期 3,040 505 16.6 42.15

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  478百万円 20年3月期  505百万円

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 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

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  有   

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 1,850 ― △8 ― △29 ― △30 ― △2.50
通期 4,000 2.6 37 37.0 4 △42.9 △5 ― △0.42

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、4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、4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.上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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  12,000,000株 20年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7,404株 20年3月期  7,404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  11,992,596株 20年3月期第1四半期  11,993,419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１四半期における国内経済は、原材料価格高騰に伴うコストアップを主因として、企業収益

は急速に落ち込み、企業の景況感も大幅に悪化しました。こうした中、企業の生産活動、設備投資
は停滞し、個人消費は、物価上昇率の加速に伴う実質所得減少などから弱含みとなるなど、先行き
不透明な状況と言わざるを得ません。 
　一方、当社グループを取り巻く事業環境は、タフトカーペットの主力分野であるロールカーペッ
ト用途が新築住宅着工件数減少の影響により落ち込むなど、厳しい状況が依然として続いておりま
す。 
　当第１四半期については、新中期経営課題の初年度として、コストダウンプロジェクトを柱とし
た収益改善計画の着実な実行に注力すると共に、販売面では当初計画量を上回ることができました
が、原材料価格高騰に伴う一段のコストアップの影響と販売価格転嫁の遅れにより、残念ながら事
業損益が大きく悪化致しました。 
　この結果、当第１四半期の連結業績は、売上高892百万円（前年同期比53百万円減少）、営業損失
 30百万円（前年同期比20百万円増加）、経常損失35百万円（前年同期比21百万円増加）、連結四半
期純損失 35百万円（前年同期比21百万円増加）となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産の残高は2,933百万円で、前連結会計年度末より106百万円減

少しました。 
　流動資産の残高は、1,709百万円で、前連結会計年度末より105百万円減少しました。 
　主な要因は、受取手形及び売掛金の減少120百万円であります 
  固定資産の残高は、1,224百万円で、前連結会計年度末より1百万円減少しました。
流動負債の残高は、2,264百万円で、前連結会計年度末より78百万円減少しました。 

　主な要因は、短期借入金の109百万円減少であります。 
　固定負債の残高は、190百万円で、前連結会計年度末より1百万円減少しました。 
　純資産の残高は、478百万円で、前連結会計年度末より26百万円減少しました。 
　これは、四半期純損失35百万円及びその他有価証券評価差額金の増加8百万円であります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当社グループを取り巻く事業環境は、世界経済が減速傾向を強めていることに加え、エネルギ

ー・原材料価格の高騰が見込まれ、更に厳しい状況が続くと予想されます。このような中、今年度
からスタートした新中期経営課題の柱であるコストダウンプロジェクトを着実に推進し、早期の収
益改善に結びつけるべく努めております。第２四半期連結業績予想につきましては、第１四半期の
減益幅をカバーするに到りませんが、第３・第４四半期につきましては、生産効率化の効果が発現
できることに加え、販売価格転嫁に注力することにより年初計画に近づける見込みです。 
　このような状況を踏まえ、平成21年3月期の第２四半期累計期間（平成20年4月1日～平成20年9
月30日）及び通期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）の連結及び個別業績予想について、平成
20年5月9日の「平成20年3月期決算短信」公表時に公表しました予想値を、下記の通り修正いたし
ます。 
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（１）第２四半期累計期間業績予想の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 
　①連結 (単位：百万円) 

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

前回発表予想（Ａ） 1,830 7 △3 △6 △0円50銭

今回修正予想（Ｂ） 1,850 △8 △29 △30 △2円50銭

増減額（Ｂ－Ａ） 20 △15 △26 △24 ―

増減率（％） 1.1 ― ― ― ―

前年中間期実績
実績(19年9月中間期)

1,910 16 7 4 0円33銭

②個別 (単位：百万円)

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

前回発表予想（Ａ） 1,760 15 4 1 0円08銭

今回修正予想（Ｂ） 1,780 0 △21 △22 △1円83銭

増減額（Ｂ－Ａ） 20 △15 △25 △23 ―

増減率（％） 1.1 ― ― ― ―

前年中間期実績
実績(19年9月中間期)

1,820 17 9 5 0円48銭

（２）通期業績予想の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）
①連結 (単位：百万円)

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

前回発表予想（Ａ） 3,960 52 29 18 1円50銭

今回修正予想（Ｂ） 4,000 37 4 △5 △0円42銭

増減額（Ｂ－Ａ） 40 △15 △25 △23 ―

増減率（％） 1.0 △28.8 △86.2 ― ―

前年実績(20年3月期) 3,899 27 7 △30 2 円55銭

  ②個別 (単位：百万円)

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

前回発表予想（Ａ） 3,730 50 26 17 1円42銭

今回修正予想（Ｂ） 3,770 35 1 △6 △0円50銭

増減額（Ｂ－Ａ） 40 △15 △25 △23 ―

増減率（％） 1.1 △30.0 △96.2 ― ―

前年実績(20年3月期) 3,692 26 7 △29 2 円46銭

 

― 3 ―

決算短信 2008年08月04日 16時58分 05279xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）



東和織物株式会社(3503)平成21年3月期 第1四半期決算短信

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
法人税や引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

(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
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。
　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
　「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、原価法から原価法(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。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業損失、経常損失、税金等調
整前四半期純損失への影響は軽微であります。
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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：千円）

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 94,167 74,622

受取手形及び売掛金 847,714 968,625

商品 36,250 32,380

製品 466,882 463,670

原材料 146,581 167,159

仕掛品 79,244 72,974

貯蔵品 24,051 24,051

その他 17,521 14,357

貸倒引当金 △2,701 △2,701

流動資産合計 1,709,712 1,815,140

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 793,502 793,502

減価償却累計額 △659,021 △656,242

建物及び構築物（純額） 134,481 137,260

機械装置及び運搬具 2,232,639 2,230,736

減価償却累計額 △1,894,743 △1,879,835

機械装置及び運搬具（純額） 337,896 350,900

土地 619,898 619,898

その他 133,305 133,305

減価償却累計額 △122,875 △122,578

その他（純額） 10,430 10,727

有形固定資産合計 1,102,707 1,118,787

無形固定資産

電話加入権 1,512 1,512

無形固定資産合計 1,512 1,512

投資その他の資産

投資有価証券 119,245 104,120

その他 1,042 1,092

貸倒引当金 △477 △477

投資その他の資産合計 119,810 104,735

固定資産合計 1,224,029 1,225,034

資産合計 2,933,742 3,040,174
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（単位：千円）

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 1,234,879 1,181,007

短期借入金 928,243 1,037,614

未払法人税等 726 2,149

賞与引当金 11,670 19,567

その他 88,819 102,587

流動負債合計 2,264,339 2,342,926

固定負債

退職給付引当金 135,253 143,040

役員退職慰労引当金 22,689 22,357

繰延税金負債 26,553 20,338

その他 5,970 5,970

固定負債合計 190,466 191,706

負債合計 2,454,806 2,534,632

純資産の部

株主資本

資本金 600,000 600,000

利益剰余金 △159,130 △123,458

自己株式 △620 △620

株主資本合計 440,248 475,921

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 38,601 29,632

繰延ヘッジ損益 86 △11

評価・換算差額等合計 38,687 29,620

純資産合計 478,936 505,541

負債純資産合計 2,933,742 3,040,174
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

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 892,442

売上原価 797,581

売上総利益 94,860

販売費及び一般管理費

販売費 86,204

一般管理費 39,631

販売費及び一般管理費合計 125,835

営業損失（△） △30,975

営業外収益

受取利息及び配当金 1,820

その他 405

営業外収益合計 2,225

営業外費用

支払利息 2,711

退職給付費用 3,171

その他 857

営業外費用合計 6,740

経常損失（△） △35,489

税金等調整前四半期純損失（△） △35,489

法人税、住民税及び事業税 182

四半期純損失（△） △35,672
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考」

                                               (単位：千円)

科 目

前年同四半期

(平成20年3月期

第1四半期)

金額

Ⅰ 売上高 945,927

Ⅱ 売上原価 824,796

　 売上総利益 121,130

Ⅲ 販売費及び一般管理費 131,660

　 営業損失(△) △10,529

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息及び配当金 1,890

　2. その他 863

　 営業外収益合計 2,753

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 2,188

　2. 退職給付費用 3,171

　3. その他 782

　 営業外費用合計 6,141

　 経常損失(△) △13,917

　 税金等調整前

　 四半期純損失(△)
△13,917

　 法人税、住民税及び事業税 182

　 四半期純損失 △14,100
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