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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 8,423 ― 1,363 ― 1,394 ― 693 ―
20年12月期第1四半期 5,912 △14.9 603 △29.0 619 △29.9 359 △29.1

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12月期第1四半期 26.49 ―
20年12月期第1四半期 13.53 13.53

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12月期第1四半期 21,580 11,651 54.0 445.26
20年12月期 19,386 11,405 58.8 435.83

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  11,651百万円 20年12月期  11,405百万円

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12月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 15.00 15.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  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

第2四半期 
連結累計期間

10,750 ― 1,050 ― 1,050 ― 621 ― 23.51

通期 21,900 6.5 2,200 37.6 2,200 32.3 1,250 29.6 47.32
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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 
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き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数値と異なる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 
 
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）および「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。なお、四半期連結財務諸表
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号た
だし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

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12月期第1四半期 27,089,400株 20年12月期  27,089,400株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  922,519株 20年12月期  919,918株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 26,168,525株 20年12月期第1四半期 26,576,760株
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当第１四半期におけるわが国経済は、金融危機による企業業績や雇用情勢の悪化などから個人消費が低迷する極めて

厳しい状況で推移いたしました。 

このような経営環境下、昨年度よりスタートさせた中期経営計画「帝国繊維(テイセン)２０１０」の２年目を迎えた

当社グループは、 

「総合的で専門性の高い防災・危機管理事業」 

「リネン（麻）の総合事業」 

という二つの事業を更に価値ある事業に磨き上げるべく、グループ一丸となって取り組んでまいりました。 

  

  その結果、当第１四半期の業績は、以下の通り、前年同期比大幅な増収増益を達成することができました。 

                                                                        (％表示は対前年同四半期増減率） 

  

上記の数値は、適用される会計基準が異なっているため、参考情報として記載しております。 

なお、会計基準変更に伴う影響は軽微であります。 

  

これは、防災事業を中心に、年度末を控え、ホース・官公庁向け感染防止商材・災害対策資機材のほか、前年度から

納期がずれ込んだ防災車輌などが売上増加に大きく寄与したことによるものです。 

繊維事業では、昨年秋以降の景気低迷の影響もあり、民需向けの産業資材や防護服・官公庁向け繊維資材などの落ち

込みが目立ちましたが、グループ全体の業績としては、好調な滑り出しで、売上高は84億２千３百万円（前年同期比

42.5%増）、経常利益は13億９千４百万円(前年同期比125.0%増)、四半期純利益でも６億９千３百万円（前年同期比

92.8％増）と、いずれも前年同期比、大幅な増収増益となりました。 

  

  

当第１四半期末の総資産は、前期末比21億９千３百万円増加し、215億８千万円となりました。これは主に、増販にと

もなう売上債権の大幅な増加と短期運用目的の有価証券の増加などによるものです。 

 負債は、前期末比19億４千８百万円増加し、99億２千９百万円となりました。これは主に、仕入増にともなう支払債務

の増加や未払法人税等の増加によるものです。 

 純資産は、前期末比２億４千５百万円増加し、116億５千１百万円となりました。これは増益にともなう利益剰余金の

増加によるものです。 

 (キャッシュ・フローの状況) 

 当第１四半期末における現金及び預金同等物は、前期末に比べて９億４百万円増加し、34億５千８百万円となりまし

た。各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

   

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動による資金の増加は、増益にともない、税金等調整前四半期純利益を13億５千３百万円計上したことなどか

ら、13億１千１百万円となりました。 

  

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動による資金の支出は、鹿沼工場の機械設備投資などにより、７千９百万円となりました。 

  

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動による資金の支出は、配当金の支払などにより、３億２千６百万円となりました。 

   

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

  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12月期 第1四半期 8,423  42.5 1,363  126.1 1,394  125.0 693 92.8

20年12月期 第1四半期 5,912 △14.9 603 △29.0 619 △29.9 359 △29.1

２．連結財政状態に関する定性的情報
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防災・危機管理事業の分野では、大規模地震等への備えをはじめ、大型補正予算での安全・安心対策への財源手当て

が行われるなど、防災への整備が急ピッチで進められており、防災・危機管理対応商材など、活発な商談が行われていま

す。 

繊維事業の分野では、リネン（麻）素材の持つ優れた特性を生かした二次製品の開発と拡販、高機能繊維の新しい用

途開発などを市場ニーズに向けて進めていますが、消費の落ち込みや産業資材の需要減で、所期の成果を挙げるまでに至

っておりません。 

  当第１四半期は、売上、営業利益、経常利益、四半期純利益ともほぼ計画通りに推移していることから、平成21年

２月13日に公表いたしました平成21年12月期の通期連結業績の見通しも修正はなく、 

    売上高   ２１９億円（前期比７％増） 

    営業利益   ２２億円（前期比３８％増） 

    経常利益   ２２億円（前期比３２％増） 

    当期純利益  １２億５千万円（前期比３０％増） 

と、いずれも前期を大きく上回る見込みであり、大幅な増収増益を達成できる予定です。 

   

該当事項はありません。  

    

①たな卸資産の評価方法  

 当社及び連結子会社は、当第1四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連

結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 当社及び連結子会社は、定率法を採用している資産に関しては、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。  

   

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  

 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 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、当第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。 

  なお、期首在庫に含まれる変更差額（40,445千円）は特別損失に計上しております。  

 この結果、同会計基準の適用に伴い、特別損失に40,445千円を計上し、税金等調整前四半期純利益が40,445千

円減少しております。  

 また、営業利益及び経常利益に与える影響は、軽微であり、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 

 (追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として、資産の利用状

況を見直した結果、機械装置について、当第１四半期連結会計期間から、耐用年数を主として10年から７年に短

縮しております。 

 この変更による、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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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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21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,958,541 2,553,849

受取手形及び売掛金 8,945,880 7,041,396

有価証券 499,748 －

商品及び製品 1,935,805 2,073,244

仕掛品 484,330 706,935

原材料及び貯蔵品 328,222 262,183

繰延税金資産 75,066 59,300

その他 139,848 351,886

貸倒引当金 △52,007 △36,009

流動資産合計 15,315,435 13,012,786

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,153,526 2,175,926

機械装置及び運搬具（純額） 348,673 356,362

工具、器具及び備品（純額） 74,576 74,759

土地 263,315 263,315

建設仮勘定 58,210 1,102

有形固定資産合計 2,898,303 2,871,466

無形固定資産   

借地権 39,904 39,904

その他 99,556 102,309

無形固定資産合計 139,461 142,213

投資その他の資産   

投資有価証券 2,777,988 2,910,176

長期貸付金 669,750 670,737

繰延税金資産 309,068 309,147

その他 148,949 148,718

貸倒引当金 △678,520 △678,562

投資その他の資産合計 3,227,236 3,360,217

固定資産合計 6,265,001 6,373,897

資産合計 21,580,437 19,386,684
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,773,082 4,502,880

短期借入金 55,200 33,600

役員賞与引当金 10,000 40,000

賞与引当金 106,341 －

未払法人税等 601,465 219,741

その他 595,040 413,403

流動負債合計 7,141,130 5,209,625

固定負債   

長期借入金 136,500 166,400

長期預り保証金 1,328,320 1,343,049

繰延税金負債 989,538 950,759

退職給付引当金 80,491 58,624

役員退職慰労引当金 253,300 252,750

固定負債合計 2,788,150 2,771,583

負債合計 9,929,281 7,981,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,373,364 1,373,364

資本剰余金 747,542 747,542

利益剰余金 8,740,787 8,440,072

自己株式 △361,961 △361,047

株主資本合計 10,499,733 10,199,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,139,465 1,214,726

繰延ヘッジ損益 11,956 △9,182

評価・換算差額等合計 1,151,422 1,205,543

純資産合計 11,651,155 11,405,475

負債純資産合計 21,580,437 19,386,684
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 8,423,356

売上原価 6,260,634

売上総利益 2,162,721

販売費及び一般管理費 799,103

営業利益 1,363,618

営業外収益  

受取利息 4,167

受取配当金 25,782

その他 11,424

営業外収益合計 41,375

営業外費用  

支払利息 2,947

手形売却損 130

持分法による投資損失 4,313

その他 3,490

営業外費用合計 10,883

経常利益 1,394,110

特別損失  

たな卸資産評価損 40,445

特別損失合計 40,445

税金等調整前四半期純利益 1,353,665

法人税、住民税及び事業税 599,153

法人税等調整額 61,254

法人税等合計 660,408

四半期純利益 693,257
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 1,353,665

減価償却費 73,440

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,955

受取利息及び受取配当金 △29,950

支払利息 2,947

持分法による投資損益（△は益） 4,313

賞与引当金の増減額（△は減少） 106,341

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,866

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 550

売上債権の増減額（△は増加） △1,898,384

たな卸資産の増減額（△は増加） 294,004

仕入債務の増減額（△は減少） 1,400,293

預り保証金の増減額（△は減少） △14,728

その他の流動資産の増減額（△は増加） 118,024

その他の流動負債の増減額（△は減少） 86,650

その他 △2,335

小計 1,502,655

利息及び配当金の受取額 29,950

利息の支払額 △2,929

法人税等の支払額 △218,670

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,311,005

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 △76,181

無形固定資産の取得による支出 △4,696

投資有価証券の取得による支出 △60

貸付金の回収による収入 987

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,951

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 540,000

短期借入金の返済による支出 △540,000

長期借入金の返済による支出 △8,300

自己株式の取得による支出 △913

配当金の支払額 △317,400

財務活動によるキャッシュ・フロー △326,614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 904,440

現金及び現金同等物の期首残高 2,553,849

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,458,290
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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし

書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分はその類似性により下記の区分としております。 

繊維……………純麻、麻混紡、化合繊等 

防災……………消防ホース、救助工作車、救助器具等 

不動産賃貸……ビル、ショッピングセンター等賃貸事業 

その他…………運搬機械製造、遊技場経営等   

  

    ２．会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（3）に記載のとおり、当第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）を適用しております。なお、この変更

に伴うセグメント情報へ与える影響は軽微であります。 

    ３．追加情報 

     （有形固定資産の耐用年数の変更）         

「定性的情報・財務諸表等」４．（追加情報）に記載のとおり、当社及び連結子会社は、減価償却資産の

耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として、資産の利用状況を見直した結果、機械装置につい

て、当第１四半期連結会計期間から、耐用年数を主として10年から７年に短縮しております。 

なお、この変更に伴うセグメント情報へ与える影響は軽微であります。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

  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。  

  

 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

〔事業の種類別セグメント情報〕

  繊維 
（千円） 

防災
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,273,138 6,921,465 116,214 112,537  8,423,356  － 8,423,356

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 13,195 2,579 6,030 111  21,915  △21,915 －

計  1,286,333 6,924,045 122,244 112,648  8,445,272  △21,915 8,423,356

営業利益  74,370 1,433,561 82,220 360  1,590,513  △226,895 1,363,618

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第1四半期連結累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

     （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 5,912,263

Ⅱ 売上原価 4,602,967

 売上総利益 1,309,296

Ⅲ 販売費及び一般管理費 706,111

 営業利益 603,184

Ⅳ 営業外収益 (26,052)

 受取利息 1,233

 受取配当金 16,310

 その他 8,508

Ⅴ 営業外費用 (9,570)

 支払利息 3,257

 受取手形売却損 58

 持分法による投資損失 5,743

 その他 509

 経常利益 619,666

Ⅵ 特別利益  (361)

 貸倒引当金戻入額 361

Ⅶ 特別損失 (－)

 税金等調整前四半期純利益 620,027

 税金費用 260,497

 四半期純利益 359,529
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 620,027

減価償却費 57,076

貸倒引当金の増減額 △361

受取利息及び受取配当金 △17,544

支払利息 3,257

持分法による投資損失又は投資利
益（△） 5,743

賞与引当金の増減額 102,057

役員賞与引当金の増減額 △30,000

退職給付引当金の増減額 1,451

役員退職慰労引当金の増減額 6,550

売上債権の増減額 1,349,906

たな卸資産の増減額 7,436

仕入債務の増減額 △76,971

預り保証金の増減額 600,201

その他の流動資産の増減額 △10,058

その他の流動負債の増減額 △37,102

その他 △966

小計 2,580,704

利息及び配当金の受取額 17,770

利息の支払額 △2,925

法人税等の支払額 △479,658

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,115,890

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 △655,597

有形固定資産の売却による収入  72

貸付金の回収による収入 41,587

その他 △218

投資活動によるキャッシュ・フロー △614,157
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 （注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

  
前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 540,000

短期借入金の返済による支出 △709,000

長期借入金の返済による支出 △19,300

自己株式の取得による支出 △19,992

自己株式の売却による収入 366

配当金の支払額 △336,610

財務活動によるキャッシュ・フロー △544,536

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 957,197

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,837,150

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,794,348
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

 （注）１．事業区分はその類似性により下記の区分としております。 

繊   維・・・・純麻、麻混紡、化合繊 

防   災・・・・消防ホース、救助工作車、救助器具等 

不動産賃貸・・・・ビル、ショッピングセンター等賃貸事業 

そ の 他・・・・運搬機械製造、遊技場経営等 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社の本社管理部門に係

る費用であります。 

前第１四半期           202,506千円 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  繊維（千円） 防災（千円） 不動産賃貸
（千円） 

その他
（千円） 計（千円）

消去又は全社
（千円） 連結（千円）

Ⅰ 売上高          

(1）外部顧客に対する売上高 1,670,950 3,938,561 95,580 207,170 5,912,263 － 5,912,263

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
10,292 5,690 6,030 163 22,175 (22,175) －

計 1,681,242 3,944,251 101,610 207,334 5,934,438 (22,175) 5,912,263

営業費用 1,572,747 3,344,863 32,472 179,306 5,129,389 179,689 5,309,079

営業利益 108,495 599,388 69,138 28,027 805,049 (201,865) 603,184

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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