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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 91,457 ― 2,546 ― 2,374 ― 1,232 ―

20年3月期第3四半期 90,070 △0.5 2,206 10.1 2,220 △0.4 1,224 △6.7

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3四半期 146.68 ―

20年3月期第3四半期 145.73 ―

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3四半期 58,131 20,281 34.9 2,413.98
20年3月期 56,423 20,399 36.1 2,428.07

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  20,277百万円 20年3月期  20,395百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 40.00 40.00

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  
 

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 130,000 6.5 3,000 △3.2 3,000 2.5 1,700 6.0 202.38

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．平成20年５月９日発表の通期業績予想を修正しておりません。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いており、実際の業績は、今後
様々な要因によって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。 

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3四半期  10,568,000株 20年3月期  10,568,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,168,108株 20年3月期  2,168,099株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  8,399,897株 20年3月期第3四半期  8,400,109株

1



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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機が世界の実体経済に波及し、企業収益の悪化

に歯止めがかからず、景気は後退局面に入りました。

　繊維業界におきましても、為替の急激な変動や原油・原材料価格の乱高下等により厳しい環境で推移し、また、消

費者の生活防衛意識が一層高まる中、個人消費が冷え込み、商況はいよいよ厳しさを増してきております。

　このような状況の下、当社グループは中期経営計画「N.Y.（NEW YAGI）115」の最終年度にあたり、その重点施策に

基づき、東京市場への経営資源のシフト、中国内販および中国以外の国とのビジネスの拡大、物流合理化による経費

の圧縮、消費者への直販ビジネスの構築を進めてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は91,457百万円、営業利益は2,546百万円、経常利益は2,374百万円

となり、特別損失として貸倒引当金繰入額153百万円、投資有価証券評価損94百万円を計上し、四半期純利益は1,232

百万円となりました。

［繊維事業］

　当第３四半期連結累計期間における繊維事業の部門別の経営成績等は次のとおりであります。

＜原料部門＞

　原料部門では綿糸等の天然繊維分野で、強含みで推移していた綿花相場が当第３四半期に入り下落し、低調な市況

の影響もあり、さらに成約が困難な状況となりました。

　合繊糸分野では、高騰を続けた原材料も原油価格の下落と平行して急激な低下傾向にありますが、消費低迷の影響

で原糸の消費量も減少し、利益確保の貢献には至らず厳しい状況で推移しました。

　このような状況の下、当社グループは、高次加工糸などの高付加価値商品の拡販と優良取引先との取り組み強化に

注力いたしました。

　この結果、原料部門は売上高19,040百万円となりました。

＜テキスタイル部門＞

　テキスタイル部門では、生産コスト上昇により厳しい環境で推移してきましたが、原油価格高騰による値上げも当

第３四半期に入り沈静化しました。しかしながら、消費不振により厳しい環境は変わらず、急激な円高が輸出にも大

きく影響しました。

　このような状況の下、当社グループは企画開発に注力し、オーガニックコットン等の環境配慮型商品や差別化素材

の拡販に努め、主力の販売戦略である「テキスタイル・プロジェクト」を進めてまいりました。

　この結果、テキスタイル部門は売上高16,172百万円となりました。

　＜繊維二次製品部門＞

　繊維二次製品部門では、景気後退による生活防衛意識の高まりから消費者心理はさらに冷え込み、厳しい状況が続

いております。

　このような状況の下、当社グループは、優良取引先との取り組みを強化するとともに、販売機会損失の圧縮と、物

流経費の削減を進めてまいりました。

　この結果、繊維二次製品部門は売上高53,842百万円となりました。

　［不動産事業］

　当第３四半期連結累計期間における不動産事業の売上高は288百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）当第３四半期連結会計期間の財政状態の分析

　　ａ．流動資産

　　当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ2,552百万円増加し、

　47,743百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が増加したことが主な要因であります。

　　ｂ．固定資産

　　当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ844百万円減少し、

　10,388百万円となりました。これは、投資有価証券の時価評価差額の減少が主な要因であります。

　　ｃ．流動負債

　　当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ2,622百万円増加し、

　35,419百万円となりました。これは、短期借入金が増加したことが主な要因であります。
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　　ｄ．固定負債

　　当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ795百万円減少し、

　2,430百万円となりました。これは、投資有価証券の時価評価差額の減少に伴い、繰延税金負債が減少した

　ことが主な要因であります。

　　ｅ．純資産

  　当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、

　20,281百万円となりました。これは、投資有価証券の時価評価差額の減少に伴い、その他有価証券評価差額

　金が減少したことが主な要因であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の業績予想の見直しは、行っておりません。

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

ａ．簡便な会計処理 　 

①たな卸資産の評価基準及び評価方法

　当第３四半期連結会計期間末においては、実地たな卸を省略し、直近連結会計年度末に係る実地たな卸高を基

礎として、合理的な方法によりたな卸高を算出しております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関し、連結子会社においては、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。

②固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産について、連結子会社においては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

する方法により算定しております。

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、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場合に、前連結会計年度末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り算定しております。

ｂ．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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

ａ.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。

ｂ．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による低価法によっておりま

　したが、当連結会計年度より「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、主として先入先出法による原価法（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。

　　なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

ｃ．「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」の適用

　　当連結会計年度より、「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）を適用しております。

　　なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損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：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 3,269,420 2,759,730

受取手形及び売掛金 36,772,840 34,560,550

有価証券 76,464 192,610

たな卸資産 6,803,103 6,703,063

繰延税金資産 806,815 806,097

その他 336,524 494,999

貸倒引当金 △322,041 △326,430

流動資産合計 47,743,128 45,190,621

固定資産   

有形固定資産 4,444,509 4,034,208

無形固定資産 100,352 108,275

投資その他の資産   

投資有価証券 4,479,566 5,596,573

その他 2,106,750 2,077,596

貸倒引当金 △742,831 △583,950

投資その他の資産合計 5,843,485 7,090,219

固定資産合計 10,388,347 11,232,703

資産合計 58,131,476 56,423,324

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 19,643,278 19,569,845

短期借入金 10,792,530 8,412,486

未払法人税等 320,848 573,801

引当金 513,761 766,953

その他 4,148,994 3,474,106

流動負債合計 35,419,413 32,797,193

固定負債   

繰延税金負債 326,547 997,687

退職給付引当金 576,590 564,572

その他の引当金 91,467 90,630

その他 1,435,996 1,573,699

固定負債合計 2,430,601 3,226,590

負債合計 37,850,015 36,023,783
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 1,088,000 1,088,000

資本剰余金 805,188 805,188

利益剰余金 19,283,361 18,387,261

自己株式 △1,628,034 △1,628,022

株主資本合計 19,548,516 18,652,427

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 950,667 1,943,239

繰延ヘッジ損益 △197,183 △197,183

為替換算調整勘定 △24,795 △2,918

評価・換算差額等合計 728,688 1,743,136

少数株主持分 4,255 3,976

純資産合計 20,281,460 20,399,540

負債純資産合計 58,131,476 56,423,324
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（２）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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 91,457,502 

売上原価 81,347,104 

売上総利益 10,110,397 

販売費及び一般管理費 7,563,823 

営業利益 2,546,573 

営業外収益  

受取利息 14,483 

受取配当金 124,566 

その他 23,603 

営業外収益合計 162,653 

営業外費用  

支払利息 85,478 

売上割引 83,269 

為替差損 149,258 

その他 17,063 

営業外費用合計 335,069 

経常利益 2,374,158 

特別損失  

投資有価証券評価損 94,641 

貸倒引当金繰入額 153,141 

特別損失合計 247,782 

税金等調整前四半期純利益 2,126,375 

法人税等 893,962 

少数株主利益 316 

四半期純利益 1,232,096 
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 2,126,375 

減価償却費 254,412 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 154,491 

賞与引当金の増減額（△は減少） △220,442 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △81,000 

返品調整引当金の増減額（△は減少） 48,250 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,017 

前払年金費用の増減額（△は増加） △150,459 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 837 

受取利息及び受取配当金 △139,049 

支払利息 85,478 

投資有価証券評価損益（△は益） 94,641 

売上債権の増減額（△は増加） △2,212,289 

固定化営業債権の増減額（△は増加） 115,059 

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,039 

仕入債務の増減額（△は減少） 73,433 

未払金の増減額（△は減少） 463,850 

その他 279,078 

小計 804,645 

利息及び配当金の受取額 138,783 

利息の支払額 △84,732 

法人税等の支払額 △1,144,941 

営業活動によるキャッシュ・フロー △286,245 

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 △42,162 

定期預金の払戻による収入 86,000 

有価証券の売却による収入 116,492 

有形固定資産の取得による支出 △652,675 

有形固定資産の売却による収入 849 

ソフトウエアの取得による支出 △12,497 

投資有価証券の取得による支出 △655,217 

長期貸付けによる支出 △6,014 

その他 14,387 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,150,837 

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） 2,380,044 

自己株式の取得による支出 △11 

配当金の支払額 △335,399 

その他 △37 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,044,596 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,984 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 553,528 

現金及び現金同等物の期首残高 2,599,507 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,153,035 
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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。

（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３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　事業の種類として「繊維事業」及び「不動産事業」に区分しておりますが、このうち当第３四半期連結累計期

間における全セグメントの売上高、営業利益及び資産に占める「繊維事業」の割合がいずれも90％を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

　当第３四半期連結累計期間における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

メント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。　

〔海外売上高〕

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）　

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、そ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連結財務諸表等

（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３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 90,070,893

Ⅱ　売上原価 80,672,454

売上総利益 9,398,438

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,192,064

営業利益　 2,206,373

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息　 12,933

２．受取配当金　 114,148

３．為替差益　 57,042

４．その他　 29,392 213,517

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息　 93,748

２．売上割引　 78,631

３．その他　 27,501 199,880

経常利益 2,220,010

Ⅵ　特別損失   

１．投資有価証券評価減 82,411  

２．関係会社投資損失 40,672 123,083

税金等調整前四半期純利益 2,096,926

税金費用 872,360

少数株主利益 455

四半期純利益 1,224,111

（注）前第３四半期財務・業績の概況において、（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書及びセグメント情報につ

いては開示を省略しておりますので、参考資料の添付も省略しております。
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