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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 7,336 ― 177 ― 267 ― 142 ―

20年3月期第2四半期 7,377 5.5 327 △1.0 353 △3.3 190 △3.2

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2四半期 25.52 ―

20年3月期第2四半期 34.13 ―

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2四半期 14,879 9,614 63.5 1,688.65
20年3月期 14,725 9,618 64.1 1,687.62

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  9,444百万円 20年3月期  9,438百万円

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 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

なお、平成20年11月７日付けで上記に修正しております。 
詳細は、３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下さい。  

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 14,700 △1.7 320 △49.1 325 △29.8 167 △33.3 29.86

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）  有  

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

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 1 社 （社名 株式会社エヌエスケイ ）

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2四半期  5,615,622株 20年3月期  5,615,622株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  22,895株 20年3月期  22,836株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,592,752株 20年3月期第2四半期  5,592,786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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）におけるわが国経済は、米国のサブ

プライムローン問題に端を発した世界的な金融不安、原油をはじめとする素材価格の高騰、株価の下落や円高など

の影響により企業収益は減少し、景気の落ち込みが一段と鮮明になってきました。

　このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、ユニフォームの分野

においては、春夏物に新企画商品を投入し企業ユニフォーム及び別注ユニフォーム等の新規獲得を強力に推進いた

しましたが、企業の業績悪化による経費節減の煽りを受け前期実績を割り込む厳しい状況で推移しました。　　　

　　　　

　一方、ワークショップ・ホームセンター等の分野においては、商品企画の充実が功を奏し、また新規開拓及び既

存得意先の深耕開拓にも注力し積極的な販売を行い順調に推移しました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は7,336百万円となりました。

　一方利益面では、売上未達成と在庫等の評価減が増加したことが主因で、売上総利益が予想と比べ90百万円の減

益となりました。それに加え、販売費及び一般管理費において貸倒れの増加に伴う貸倒引当金繰入額48百万円を計

上し、営業利益は177百万円となりました。しかしながら、前連結事業年度末の急激な円高から当第２四半期連結

累計期間末には円安に移行したことにより発生したデリバティブ評価益76百万円を営業外収益に計上し、経常利益

は267百万円、四半期純利益は142百万円となりました。

　当社グループは単一セグメントに該当するため、事業の種類別セグメントは記載しておりません。

　　　(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　(１）資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結累計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ153百万円増加し14,879

百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ268百万円増加し10,177百万円となりました。

　これは主に受取手形及び売掛金の増加（162百万円）、たな卸資産の増加（171百万円）、現金及び預金の減少

（39百万円）を反映したものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ115百万円減少し4,701百万円となりました。

　これは主に減価償却による減少（71百万円）及び貸倒引当金の増加（36百万円）及び投資有価証券の評価替え等

による減少（70百万円）を反映したものであります。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ234百万円増加し3,967百万円となりました。

　これは主に支払手形及び買掛金の増加（275百万円）及び短期借入金の減少（50百万円）を反映したものであり

ます。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ77百万円減少し1,296百万円となりました。

　これは主にデリバティブ債務が減少（76百万円）を反映したものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ3百万円減少し9,614百万円となりました。

　これは主に利益剰余金の増加（58百万円）、評価・換算差額等の減少（53百万円）、少数株主持分の減少（9百

万円）を反映したものであります。

　(２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

54百万円減少し、当第２四半期連結累計期間末には780百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は130百万円となりました。

これは主に税金等調整前四半期純利益264百万円のうち76百万円がデリバティブ評価益であること、及び仕入債務

の増加277百万円で一部相殺されたものの売上債権の増加215百万円及びたな卸資産の増加171百万円が大きく反映

したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は38百万円となりました。

これは主に定期預金の預入20百万円及び有形・無形固定資産並びに投資有価証券の取得11百万円を反映したもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は139百万円となりました。

 これは主に短期借入金の減少50百万円及び配当金並びに少数株主への配当金の支払89百万円を反映したものであ

ります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安は、世界の株式市場の暴落を引き起こし、特に下

半期に入ってからは実体経済の悪化も顕著になってきました。わが国におきましても、様々な業界で業況判断が急

速に悪化しております。

  平成21年３月期の業績予想につきましては、上記の経営環境の急変を受け、当第２四半期連結累計期間における

業績の進捗及び当社グループの属する業界の市場動向が急速に悪化していることを勘案し業績予想の見直しを行っ

た結果、平成20年５月16日の「平成20年３月期 決算短信」で発表しました通期の業績予想（連結・個別）を修正

しております。  

　詳細は、平成20年11月７日に別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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）

　第１四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社エヌエスケイは清算結了いたしました。

(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

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

(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

　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。

　2．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

16,969千円減少しております。
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 901,849 941,067

受取手形及び売掛金 3,986,650 3,823,855

商品及び製品 4,939,032 4,762,428

原材料 57,257 58,301

仕掛品 13,782 19,891

貯蔵品 15,007 13,261

その他 281,995 296,830

貸倒引当金 △17,629 △6,440

流動資産合計 10,177,946 9,909,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,464,808 1,518,861

土地 2,180,669 2,173,458

その他（純額） 106,109 117,903

有形固定資産合計 3,751,587 3,810,222

無形固定資産 77,883 86,512

投資その他の資産   

その他 971,841 983,300

貸倒引当金 △100,174 △63,665

投資その他の資産合計 871,666 919,634

固定資産合計 4,701,137 4,816,369

資産合計 14,879,083 14,725,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,841,583 2,566,367

短期借入金 100,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 500,000 500,000

未払法人税等 117,746 111,593

返品調整引当金 50,400 47,390

賞与引当金 50,144 48,342

その他 307,474 309,091

流動負債合計 3,967,348 3,732,784

固定負債   

長期借入金 900,000 900,000

退職給付引当金 114,167 115,233

役員退職慰労引当金 144,860 140,610

負ののれん 282 564

その他 137,673 218,102

固定負債合計 1,296,983 1,374,509

負債合計 5,264,331 5,107,294



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,695,949 1,695,949

資本剰余金 1,794,919 1,794,919

利益剰余金 5,896,609 5,837,746

自己株式 △14,442 △14,396

株主資本合計 9,373,036 9,314,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 67,130 109,070

繰延ヘッジ損益 △1,300 △1,886

為替換算調整勘定 5,270 17,094

評価・換算差額等合計 71,100 124,278

少数株主持分 170,614 179,773

純資産合計 9,614,751 9,618,271

負債純資産合計 14,879,083 14,725,565



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 7,336,384

売上原価 5,567,457

売上総利益 1,768,926

販売費及び一般管理費 1,591,816

営業利益 177,110

営業外収益  

受取利息 1,610

受取配当金 5,290

為替差益 15,050

デリバティブ評価益 76,909

負ののれん償却額 282

その他 11,618

営業外収益合計 110,761

営業外費用  

支払利息 12,509

持分法による投資損失 3,905

その他 3,536

営業外費用合計 19,951

経常利益 267,920

特別利益  

固定資産売却益 455

特別利益合計 455

特別損失  

固定資産除却損 605

投資有価証券評価損 3,463

特別損失合計 4,068

税金等調整前四半期純利益 264,307

法人税等 114,849

少数株主利益 6,703

四半期純利益 142,754



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 264,307

減価償却費 71,451

負ののれん償却額 △282

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48,307

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,065

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,250

受取利息及び受取配当金 △6,900

支払利息 12,509

為替差損益（△は益） △60

デリバティブ評価損益（△は益） △76,909

持分法による投資損益（△は益） 3,905

固定資産売却損益（△は益） △455

固定資産除却損 605

売上債権の増減額（△は増加） △215,231

たな卸資産の増減額（△は増加） △171,903

仕入債務の増減額（△は減少） 277,194

その他 32,308

小計 242,031

利息及び配当金の受取額 6,669

利息の支払額 △11,497

法人税等の支払額 △106,527

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,675

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 △20,984

有形固定資産の取得による支出 △5,223

有形固定資産の売却による収入 665

無形固定資産の取得による支出 △2,670

投資有価証券の取得による支出 △3,791

その他の支出 △7,251

その他の収入 542

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,711

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） △50,000

自己株式の取得による支出 △45

配当金の支払額 △83,884

少数株主への配当金の支払額 △5,716

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,645

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54,318

現金及び現金同等物の期首残高 834,747

現金及び現金同等物の四半期末残高 780,429



　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。

（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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）において、当社及び連結子会社は

衣料品関連商品の専門メーカーとして、同一セグメントに属するユニフォーム等の製造販売を行っており、当該

事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）において、本邦の売上高及び資産

の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超

であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）において、海外売上高は、連結売

上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  7,377,359 100.0

Ⅱ　売上原価  5,563,614 75.4

売上総利益  1,813,744 24.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,486,069 20.2

営業利益  327,675 4.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 1,050   

２．受取配当金 7,147   

３．仕入割引 1,367   

４．為替差益 32,271   

５．受取賃貸料 6,064   

６．負ののれん償却額 282   

７．その他 7,400 55,583 0.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 10,738   

２．賃貸設備関連費用 4,907   

３．デリバティブ評価損 11,728   

４．持分法による投資損失 2,283   

５．その他 7 29,665 0.4

経常利益  353,592 4.8

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 363   

２．投資有価証券売却益 14,000 14,363 0.2

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産売却損 10   

２．固定資産除却損 59   

３．その他 185 255 0.0

税金等調整前中間純利益  367,701 5.0

法人税、住民税及び事業税 144,020   

法人税等調整額 26,301 170,322 2.3

少数株主利益  6,471 0.1

中間純利益  190,906 2.6
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 367,701

減価償却費　 69,691

負ののれん償却額　 △282

貸倒引当金の増減額(△は減少)　 938

退職給付引当金の増減額(△は減少)　 △1,651

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
　

4,030

持分法による投資損益(△は益)　 2,283

デリバティブ差損益(△は差益)　 11,728

為替差損益(△は差益)　 △16

投資有価証券売却損益(△は益)　 △14,000

固定資産売却損益(△は益)　 △352

固定資産除却損　 59

受取利息及び受取配当金　 △8,197

支払利息　 10,738

売上債権の増減額(△は増加)　 △323,858

棚卸資産の増減額(△は増加)　 △548,817

仕入債務の増減額(△は減少)　 558,813

その他　 △3,933

小計 124,873

利息及び配当金の受取額　 8,197

利息の支払額　 △10,744

法人税等の支払額　 △182,389

営業活動によるキャッシュ・フロー △60,061

Ⅱ　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　 △1,500

投資有価証券の取得による支出　 △6,642

投資有価証券の売却による収入　 114,000

有形固定資産の取得による支出　 △89,931

有形固定資産の売却による収入 5,063

無形固定資産の取得による支出　 △1,680

その他の投資等の収入　 27,082

その他の投資等の支出　 △29,472

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,919
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額　 △82,940

少数株主への配当金の支払額　 △6,499

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,439

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 6,099

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△は減少)　 △126,483

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 653,208

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 526,725

－ 4 －
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