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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 37,608 ― 1,948 ― 1,033 ― 262 ―

20年3月期第3四半期 39,105 △0.8 2,171 5.6 1,290 2.8 232 △60.5

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 2.17 ―

20年3月期第3四半期 1.92 ―

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 97,467 26,953 26.9 216.36
20年3月期 94,042 27,200 28.2 218.76

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  26,179百万円 20年3月期  26,476百万円

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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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  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

通期 49,000 △6.2 2,200 △22.9 1,100 △23.3 200 △61.2 1.65

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)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)平成20年10月31日及び平成20年5月9日に公表しました通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。なお、本資料に記載されている業績見 
通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく 
異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、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参照下さい。  

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 有

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  121,108,290株 20年3月期  121,108,290株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  108,950株 20年3月期  76,135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  121,018,305株 20年3月期第3四半期  121,048,670株
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当第３四半期累計期間の連結売上高は376億８百万円（前年同期比3.8％減）、営業利益は19億48百万円
（同比10.3％減）、経常利益は10億33百万円（同比20.0％減）、四半期純利益は２億62百万円（同比
12.8％増）となりました。 
事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 
  

（繊維事業） 

衣料・生活資材分野では、当期の前半では原燃料の高騰によるコスト上昇、後半にかけて原燃料価格も
落ち着きを取り戻しましたが、消費低迷により景況は一段と悪化いたしました。このような状況下、当社
グループは、素材ブランドの育成、機能加工素材の開発・拡販に注力いたしました。売上高はワーキン
グ・シャツ生地等の定番商材販売が苦戦を強いられたことにより前年同期を下回りましたが、利益面で
は、海外関係会社の業績回復及びグループ間での連携を深めた原糸販売・製品ビジネスにおいて独自商材
を中心に拡販が奏功したことにより増益となりました。 
以上の結果、繊維事業全体としての売上高は226億63百万円（前年同期比5.2%減）となり、営業利益は

１億82百万円（同比484.2%増）となりました。 

  

（産業材事業） 

産業資材分野では、製紙用ドライヤーカンバスは、抄紙機械設備の更新等に伴うカンバス需要があった
ものの、製紙業界における秋以降の大幅な減産実施及びコスト低減への取り組みの継続によるカンバス需
要減少の影響を受け、前年同期並みの売上となりました。フィルタークロスは、製造業を中心にクロス需
要の低下が見られましたが、新規拡販に努めた結果、前年同期並みの売上となりました。 
機能材料分野では、化成品は中国向け輸出が減少し、航空材料も受注が減少いたしました。また、プリ

ント基板関連は、景気の停滞が影響し受注の減少が進み低調に推移し、減収減益となりました。 
以上の結果、産業材全体としての売上高は106億55百万円（前年同期比2.8%減）となり、営業利益は７

億75百万円（同比40.0%減）となりました。 

  

（不動産・サービス事業） 

賃貸事業が堅調に推移したことにより、前年同期並みの利益を確保しました。 
結果、不動産・サービス事業全体としての売上高は46億71百万円（前年同期比1.3%増）となり、営業利

益は13億78百万円（同比1.4%増）となりました。 
  

当第３四半期末の総資産は974億67百万円となり、前年度末に比べ34億24百万円の増加となりました。
その主な要因は、売上債権の減少及び国債の償還等による減少があったものの、営業キャッシュ・フロー
等により現金及び預金の増加、土地の増加（旧高知工場跡地を財団法人民間都市開発推進機構より買い戻
し）及びリース取引に関する会計基準の適用によりリース資産を計上したこと等によるものであります。
負債は、705億13百万円となり、前年度末に比べ36億71百万円の増加となりました。その主な要因は、

社債の償還による減少があったものの、借入金の増加およびリース取引に関する会計基準の適用によりリ
ース債務を計上したことによるものであります。 
純資産は、269億53百万円となり、前年度末に比べ２億47百万円の減少となりました。株主資本は、四

半期純利益による増加があったものの、配当金の支払いにより減少しております。さらに、評価・換算差
額等が減少したため、純資産が減少しております。その結果、自己資本比率は前年度末に比べ1.3ポイン
ト減少し、26.9%となりました。 
  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の見通しにつきましては、サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機や世界同時株
安、急激な円高による影響が実体経済に波及し、受注環境は急激に悪化しており、今後もさらに厳しい状
況が続くものと予想されております。 
このため、通期の連結業績予想を前回公表時点（平成20年10月31日）から見直しております。 

 なお、通期の連結業績予想及びセグメント別損益予想については以下のとおりです。 

 
  

セグメント別損益予想 

 
  

 通期の個別業績予想についても前回公表時点から見直し、以下のとおりです。 

 
  

  

該当事項はありません。 
  

①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３四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)固定資産の減価償却の算定方法 

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期
間按分する方法によっております。 
  

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 
法人税等の納付税額の算定に関しましては、主として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ましては、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場合に、前連結会計年度において使用した
将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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（Ａ） 52,500 2,900 1,800 600 4円96銭

今回修正（Ｂ） 49,000 2,200 1,100 200 1円65銭

増減額（Ｂ）－（Ａ） △ 3,500 △ 700 △ 700 △ 400 ─

増減率 △6.7％ △24.1％ △38.9％ △66.7％ ─

（ご参考）前期実績

  (平成20年3月期) 52,250 2,853 1,434 515 4円26銭

繊維事業 産業材事業
不動産・サービス 

 事業
消去及び全社 合計

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

前回発表 32,300 400 14,600 1,200 6,100 1,800 (500) (500) 52,500 2,900

今回修正 30,000 100 13,500 800 6,000 1,800 (500) (500) 49,000 2,200

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 30,000 △4.2 2,300 △6.4 1,100 △1.4 200 △52.4 1 65

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)

(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
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①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

当連結会計年度から、「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）を適用し、評価基準については、主として総平均法に基づく低価法から原
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、営業利益及び経常利益が52百万円減少、税金等調整

前四半期純利益が95百万円減少しております。 

  

③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 

「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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度から適用し、連結決算上必要な修正を行
っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

に与える影響は軽微であります。 

  

④「リース取引に関する会計基準」の適用 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準
委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に
関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日
企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用しております。これによる損益への影響額はありませ
ん。 

  

⑤セグメント情報の事業区分の変更 

当連結会計年度より、セグメント情報の事業区分を変更しております。詳細については、
９ページ「(5)セグメント情報」に記載しております。 

(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
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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 4,380 3,240

受取手形及び売掛金 12,007 13,423

有価証券 － 4,399

商品及び製品 5,930 5,840

仕掛品 1,630 1,869

原材料及び貯蔵品 1,290 1,453

繰延税金資産 673 742

その他 1,004 1,089

貸倒引当金 △148 △142

流動資産合計 26,768 31,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 41,095 41,227

減価償却累計額 △23,182 △22,424

建物及び構築物（純額） 17,913 18,802

機械装置及び運搬具 32,294 33,229

減価償却累計額 △28,343 △28,904

機械装置及び運搬具（純額） 3,950 4,324

工具、器具及び備品 1,652 1,609

減価償却累計額 △1,466 △1,429

工具、器具及び備品（純額） 185 180

土地 43,757 35,124

リース資産 1,903 －

減価償却累計額 △963 －

リース資産（純額） 940 －

建設仮勘定 80 57

有形固定資産合計 66,828 58,489

無形固定資産 207 204

投資その他の資産   

投資有価証券 1,270 1,295

長期貸付金 4 4

繰延税金資産 1,154 979

その他 1,606 1,561

投資損失引当金 △24 △24

貸倒引当金 △347 △383

投資その他の資産合計 3,662 3,433

固定資産合計 70,698 62,126

資産合計 97,467 94,042
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,417 7,353

短期借入金 19,266 18,708

1年内償還予定の社債 905 1,245

未払費用 609 706

未払法人税等 491 288

未払消費税等 175 140

賞与引当金 318 644

その他 2,120 1,813

流動負債合計 30,305 30,899

固定負債   

社債 1,235 1,737

長期借入金 14,622 9,871

繰延税金負債 1,176 1,166

再評価に係る繰延税金負債 8,680 8,680

退職給付引当金 2,827 2,494

役員退職慰労引当金 194 177

修繕引当金 129 110

長期預り敷金保証金 9,957 10,929

長期前受収益 479 511

その他 905 263

固定負債合計 40,208 35,942

負債合計 70,513 66,842

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,336 11,336

資本剰余金 998 998

利益剰余金 3,474 3,575

自己株式 △17 △14

株主資本合計 15,791 15,895

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △30 △112

繰延ヘッジ損益 △170 △111

土地再評価差額金 11,931 11,931

為替換算調整勘定 △1,342 △1,126

評価・換算差額等合計 10,387 10,580

少数株主持分 773 724

純資産合計 26,953 27,200

負債純資産合計 97,467 94,042
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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：百万円）

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 37,608

売上原価 30,385

売上総利益 7,222

販売費及び一般管理費 5,273

営業利益 1,948

営業外収益  

受取利息 25

受取配当金 12

持分法による投資利益 24

雑収入 102

営業外収益合計 165

営業外費用  

支払利息 638

退職給付費用 113

為替差損 110

雑支出 219

営業外費用合計 1,081

経常利益 1,033

特別利益  

固定資産売却益 9

貸倒引当金戻入額 4

その他 1

特別利益合計 16

特別損失  

固定資産処分損 27

たな卸資産評価損 43

投資有価証券評価損 83

貸倒引当金繰入額 0

その他 9

特別損失合計 163

税金等調整前四半期純利益 885

法人税、住民税及び事業税 676

法人税等調整額 △128

法人税等合計 547

少数株主利益 75

四半期純利益 262
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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 885

減価償却費 1,869

長期前払費用償却額 20

のれん償却額 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 341

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16

修繕引当金の増減額（△は減少） 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28

賞与引当金の増減額（△は減少） △326

受取利息及び受取配当金 △38

支払利息 638

為替差損益（△は益） 123

持分法による投資損益（△は益） △24

固定資産処分損益（△は益） 27

固定資産売却損益（△は益） △9

投資有価証券売却損益（△は益） 0

投資有価証券評価損益（△は益） 83

売上債権の増減額（△は増加） 1,376

たな卸資産の増減額（△は増加） 235

仕入債務の増減額（△は減少） △814

その他 △1,132

小計 3,271

利息及び配当金の受取額 37

利息の支払額 △638

法人税等の支払額 △443

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,227

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 △9,351

有形固定資産の売却による収入 37

投資有価証券の取得による支出 △6

投資有価証券の売却による収入 2,998

投資有価証券の償還による収入 1,000

貸付金の回収による収入 0

定期預金の払戻による収入 658

定期預金の預入による支出 △659

その他 △220

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,543

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） 725

長期借入れによる収入 9,630

長期借入金の返済による支出 △5,042

社債の償還による支出 △842

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △359

少数株主への配当金の支払額 △24

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,080

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 737

現金及び現金同等物の期首残高 3,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,041
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 
（注）１ 事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっています。 

      ２ 各事業の主な製品 

 ①繊維事業………糸、布、ニット、二次製品等 

 ②産業材事業……製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロス、プリント配線基板、化成品、複合材料等 

 ③不動産・サービス事業…不動産賃貸、リネンサプライ、倉庫業、ゴルフ場の経営等 

３ 事業区分の変更 

従来、事業区分を「繊維」、「機能材」、「不動産」、「その他」の４区分としていましたが、
当社グループは、当年４月に組織変更を行ったのを契機に、当社グループの事業領域とセグメント
情報の整合性を図るため、当連結会計年度より事業区分を「繊維」、「産業材」、「不動産・サー
ビス」の３区分に変更いたしました。 
なお、11ページ「参考資料」の(3)の前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を当第３四半

期連結累計期間において用いた事業区分の方法に組み替えて表示しています。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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

 
（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

  アジア…インドネシア、中国等 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

繊維事業
(百万円)

産業材
事業 

(百万円)

不動産・
サービス事業
(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 22,660 10,655 4,292 37,608 ─ 37,608

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2 ─ 379 381 (381) ─

計 22,663 10,655 4,671 37,990 (381) 37,608

 営業利益 182 775 1,378 2,335 (386) 1,948

日本 
(百万円)

アジア
(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

34,544 3,063 37,608 ― 37,608 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

188 1,917 2,105 (2,105) ―

計 34,732 4,981 39,714 (2,105) 37,608

 営業利益又は営業損失(△) 2,098 △126 1,972 (23) 1,948

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期にかかる連結財務諸表 

 
  

「参考資料」

(1)（要約）前四半期連結損益計算書

科目

前第３四半期連結累計期間

 （自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 39,105

Ⅱ 売上原価 31,554

       売上総利益 7,551

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,379

      営業利益 2,171

Ⅳ 営業外収益 169

    受取利息及び配当金 34

    持分法による投資利益 28

    その他 106

Ⅴ 営業外費用 1,050

    支払利息 652

    その他 397

     経常利益 1,290

Ⅵ 特別利益 52

Ⅶ 特別損失 493

     税金等調整前四半期純利益 849

     税金費用 538

     少数株主利益 78

     四半期純利益 232
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

 
（注）事業区分の変更 

    従来、事業区分を「繊維」、「機能材」、「不動産」、「その他」の４区分としていたが、当連結会計年度

より事業区分を「繊維」、「産業材」、「不動産・サービス」の３区分に変更しています。 

    なお、上記前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度において用いた事業区分の方法に変更して

表示しています。 

(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

 至 平成19年12月31日）

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 849

   減価償却費 1,598

   売上債権の増減額 630

   たな卸資産の増減額 △ 209

   仕入債務の増減額 △ 330

   その他 △ 189

小計 2,348

   利息及び配当金の受取額 33

   利息の支払額 △ 650

   法人税等の支払額 △ 476

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,254

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 △ 951

   有形固定資産の売却による収入 71

   その他 △ 943

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,823

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 △ 684

   長期借入による収入 6,730

   長期借入金の返済による支出 △ 5,099

      社債発行による収入 600

   社債償還による支出 △ 474

   配当金の支払額 △ 359

   その他 △ 9

  財務活動によるキャッシュ・フロー 703

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 54

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 80

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,325

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び
258

    現金同等物の影響額

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,664

(3)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

繊維事業
(百万円)

産業材 
事業 

(百万円)

不動産・
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高 23,915 10,957 4,611 39,484 (378) 39,105

 営業利益 31 1,291 1,359 2,682 (511) 2,171
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