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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 57,973 ― △825 ― △990 ― △1,451 ―
20年3月期第3四半期 61,363 3.7 △375 ― △432 ― 1,007 ―

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 △15.50 ―
20年3月期第3四半期 10.76 ―

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 50,505 11,805 23.4 126.49
20年3月期 57,806 14,087 24.2 149.35

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  11,830百万円 20年3月期  13,990百万円

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 81,500 △5.0 400 △22.1 300 56.2 0 ― 0.00

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、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) 業績の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成した  
   ものであり、実際の業績は今後種々の要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上 
   記業績予想に関する事項は、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  
   定性的情報をご覧下さい。 
(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 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  93,903,222株 20年3月期  93,903,222株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  373,256株 20年3月期  229,025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  93,621,087株 20年3月期第3四半期  93,688,698株
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当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年12月31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金融市場の混乱や株式・為替市場の大幅な変動が実体経済に影響を与え
始め、企業業績や雇用環境は急速に悪化し、個人消費も減速基調が鮮明となるなど、悪化傾向が一段と強
まりました。 
 このような経営環境の下、当社グループは、第一次中期経営計画の着実な実行と「存在感の際立つ、伸
びゆくファブリックメーカー」への飛躍を目指し、各々の事業に取り組んでおります。 
 当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、前連結会計年度に子会社化した株式
会社セイワの売上高が加算されたことなどにより自動車・列車・航空機内装材事業が増収となりました
が、長引く住宅市場の低迷や個人消費の弱まりなどの影響を受けインテリアファブリック事業が大幅な減
収となったことなどから、前年同期比で33億89百万円(5.5%)減収の579億73百万円となりました。 
 損益については、減収による収益の低下を原価低減や経費削減で補いきれず、営業損失は8億25百万円
(前年同期比4億50百万円悪化)、経常損失は9億90百万円(同5億58百万円悪化)となりました。特別損失と
して、たな卸資産評価損4億9百万円、投資有価証券評価損70百万円を計上したことなどから、四半期純損
失は14億51百万円(同24億58百万円悪化)となりました。 
事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。 

【身装・美術工芸事業】 
当事業の売上高は、前連結会計年度をもって浴衣・プレタ着物事業から撤退した影響などにより、前年

同期比3億98百万円(11.5%)減収の30億67百万円となりました。営業利益については、不採算であった浴
衣・プレタ着物事業からの撤退により収益性が向上したことに加え、原価低減や経費削減による効果など
から、前同期比1億18百万円増益の62百万円となりました。 
【インテリアファブリック事業】 
当事業の売上高は、前年同期比49億85百万円(13.1%)減収の331億83百万円となりました。景気の悪化懸

念から新設住宅着工戸数やマンション発売戸数が低水準に推移するなど、住宅市場が冷え込んだ影響を受
け、百貨店・量販店・ハウスメーカーなどの一般消費者向け市場に対して当社が主力としているオーダー
カーテンの販売が落ち込んだほか、コントラクトへの販売も低調であったことから大幅な減収となりまし
た。営業利益については、減収による影響を原価低減や経費削減で補いきれず、前年同期比5億4百万円減
益の7億25百万円となりました。 
【自動車・列車・航空機内装材事業】 
当事業の売上高は、前連結会計年度に子会社化した株式会社セイワの売上高が当第３四半期連結累計期

間を通じて寄与したことなどにより、前年同期比20億65百万円(10.9%)増収の209億92百万円となりまし
た。営業損益については、北米自動車市場の急激な縮小の影響を受け、米国の生産子会社KAWASHIMA 
TEXTILE USA,INC.の収益性が大幅に低下したことなどから、前年同期比4億5百万円悪化し、2億98百万円
の営業損失となりました。 

当事業の売上高は、前年同期比71百万円(8.9%)減収の7億30百万円となりました。営業損益について
は、前年同期比49百万円改善したものの、7百万円の営業損失となりました。 

  

なお、上記の前年同期比増減率及び前年同期比増減額は参考として記載しております。 
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末より一段の景気悪化の要因から売上債権が減少した
ことなどにより、前連結会計年度末に比べ73億1百万円減少し、505億5百万円となりました。 
当第３四半期連結会計期間末の負債は、上記の要因により仕入債務が減少したことなどにより、前連結

会計年度末に比べ50億18百万円減少し、386億99百万円となりました。 
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失14億51百万円を計上したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ22億82百万円減少し、118億5百万円となりました。 
  

  

平成20年11月12日発表の連結業績予想に変更はありません。 
なお、業績の予想は、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作成したものであり、実

際の業績は今後様々な要因によって予想の数値と異なる可能性があります。 
  
  

・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

【その他の事業】

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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．棚卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期連結会
計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

３．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は、減価償却費の年額を期間按分する方法によっておりま

す。 

４．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。 

  

  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．従来、棚卸資産の評価基準は、主として総平均法による原価法を採用しておりましたが、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」(企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号)を適用し、主として総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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損

失は23百万円、税金等調整前四半期純損失は4億32百万円いずれも増加しております。     

  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」(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)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はいずれも軽微で

あります。 

  

(追加情報) 

１．有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の法定耐用年数の改正に伴い機械装置の耐用年数が短縮されたことにより、第１四半期

連結会計期間より一部の機械装置について耐用年数の短縮を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失は9百万

円、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ13百万円、いずれも増加しております。 

２．役員退職慰労引当金 

平成20年５月14日開催の取締役会及び監査役会において、当社の経営改革の一環として役員退職

慰労金制度を第83期定時株主総会終結時をもって廃止することを決議いたしました。 

 また、制度廃止時までの在任期間に対する役員退職慰労金については、当該取締役及び監査役の

それぞれの退任時に支給することを同定時株主総会で決議されたため、任期中の役員に対する役員

退職慰労引当金については、第１四半期連結会計期間末における残高3億75百万円を取崩し長期未

払金(四半期連結貸借対照表の表示は「固定負債 その他」)に振替えております。 

  

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

(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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１【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 3,061 2,916

受取手形及び売掛金 14,038 19,067

商品 655 551

製品 7,281 7,516

原材料 661 746

仕掛品 549 901

その他 2,173 2,413

貸倒引当金 △115 △137

流動資産合計 28,306 33,976

固定資産   

有形固定資産   

土地 10,204 10,218

その他（純額） 8,244 8,964

有形固定資産合計 18,449 19,182

無形固定資産 109 103

投資その他の資産   

投資有価証券 1,634 2,101

その他 2,020 2,484

貸倒引当金 △35 △40

関係会社投資損失引当金 － △27

投資その他の資産合計 3,619 4,519

固定資産合計 22,178 23,805

繰延資産 19 24

資産合計 50,505 57,806

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,977 21,087

短期借入金 5,240 4,293

1年内返済予定の長期借入金 1,520 1,775

1年内償還予定の社債 600 300

未払法人税等 63 400

賞与引当金 456 595

関係会社整理損失引当金 24 143

その他 2,213 2,871

流動負債合計 27,096 31,466
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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) 

固定負債   

社債 2,850 3,300

長期借入金 2,611 2,153

繰延税金負債 276 594

再評価に係る繰延税金負債 2,105 2,105

退職給付引当金 2,456 2,594

負ののれん 314 340

その他 989 1,163

固定負債合計 11,603 12,251

負債合計 38,699 43,718

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,277 8,277

資本剰余金 2,254 4,101

利益剰余金 △872 △1,243

自己株式 △45 △35

株主資本合計 9,614 11,100

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 290

繰延ヘッジ損益 △20 △30

土地再評価差額金 2,528 2,528

為替換算調整勘定 △343 101

評価・換算差額等合計 2,216 2,890

少数株主持分 △25 97

純資産合計 11,805 14,087

負債純資産合計 50,505 57,806
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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 57,973

売上原価 46,310

売上総利益 11,663

販売費及び一般管理費 12,488

営業損失（△） △825

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 26

負ののれん償却額 91

その他 254

営業外収益合計 386

営業外費用  

支払利息 247

持分法による投資損失 9

為替差損 163

その他 130

営業外費用合計 551

経常損失（△） △990

特別利益  

固定資産売却益 7

その他 8

特別利益合計 15

特別損失  

固定資産除却損 20

固定資産売却損 5

投資有価証券評価損 70

たな卸資産評価損 409

その他 58

特別損失合計 564

税金等調整前四半期純損失（△） △1,539

法人税、住民税及び事業税 108

法人税等調整額 △186

法人税等合計 △78

少数株主損失（△） △10

四半期純損失（△） △1,451
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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３四半期連結累計期間(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、使用目的・生産方法及び市場の類似性により区分しております。 

２ 各事業の主要製品 

 (1) 身装・美術工芸事業……………………帯地、緞帳、壁掛、テーブルセンター、美術工芸織物等 

 (2) インテリアファブリック事業…………カーテン、カーペット、インテリア小物、椅子張、壁装材、室内装

                  飾織物工事等 

 (3) 自動車・列車・航空機内装材事業……自動車・列車・航空機等内装材 

 (4) その他の事業……………………………不動産事業等 

  

当社は、平成20年６月26日開催の第83期定時株主総会において、会社法第448条第１項の規定に基づ
き、資本準備金10億98百万円をその他資本剰余金に振替え、さらに前記振替え後のその他資本剰余金18
億46百万円を繰越利益剰余金に振替え、同額分の欠損を解消する決議を行っております。この結果、当
第３四半期連結会計期間末の資本剰余金は、前連結会計年度末から18億46百万円減少し22億54百万円と
なっております。 

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

身装・美術 
工芸事業 
(百万円)

インテリア
ファブリック

事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機内
装材事業 
(百万円)

その他の事業
(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

3,067 33,183 20,992 730 57,973 ― 57,973

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

51 192 7 175 426 (426) ―

計 3,118 33,376 20,999 905 58,400 (426) 57,973

   営業利益又は 
   営業損失（△）

62 725 △298 △7 481   (1,307） △825

(5) 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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前四半期に係る財務諸表 

 （１）（要約）四半期連結損益計算書 

   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） 

 
  

 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）１ 事業区分は、使用目的・生産方式及び市場の類似性により区分しております。 

 ２ 各事業の主要製品 

    （１）身装・美術工芸事業…………………帯地、打掛、緞帳、壁掛、テーブルセンター、ゆかた、美術工芸 

                    織物等 

 （２）インテリアファブリック事業………カーテン、カーペット、インテリア小物、椅子張、壁装財、室内 

                    装飾織物工事等 

 （３）自動車・列車・航空機内装材事業…自動車・列車・航空機内装材 

 （４）その他の事業…………………………不動産事業等 

  

    

「参考」

科  目   金 額（百万円）

Ⅰ 売上高 61,363

Ⅱ 売上原価 47,945

売上総利益 13,417

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,792

営業損失（△）        △ 375

Ⅳ 営業外収益 400

Ⅴ 営業外費用 457

経常損失（△）        △ 432

Ⅵ 特別利益 2,304

Ⅶ 特別損失 977

税金等調整前四半期純利益 894

法人税、住民税及び事業税 306

法人税等調整額 △ 425

少数株主利益 5

四半期純利益 1,007

 (2) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

身装・美術 
工芸事業 
(百万円)

インテリア
ファブリック

事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機内
装材事業 
(百万円)

その他の事業
(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

3,465 38,169 18,926 801 61,363 ― 61,363

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

194 119 43 211 569 (569) ―

計 3,660 38,289 18,970 1,013 61,933 (569) 61,363

営業費用 3,717 37,059 18,863 1,069 60,710 1,028 61,738

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△56 1,229 107 △56 1,223 (1,598) △375
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