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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 11,748 △37.1 △944 ― △1,024 ― △1,139 ―
21年3月期第1四半期 18,686 ― △535 ― △527 ― △993 ―

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

22年3月期第1四半期 △12.19 ―
21年3月期第1四半期 △10.61 ―

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

22年3月期第1四半期 42,441 7,771 18.5 84.18
21年3月期 45,565 8,427 18.7 91.12

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,871百万円 21年3月期  8,521百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 28,900 △26.3 △1,000 ― △1,250 ― △1,250 ― △13.37

通期 62,500 △14.6 400 ― 100 ― 100 ― 1.07
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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 
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、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 

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 93,903,222株 21年3月期  93,903,222株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  391,045株 21年3月期  383,377株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 93,516,320株 21年3月期第1四半期 93,671,363株
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当第１四半期連結会計期間(平成21年4月1日～平成21年6月30日)におけるわが国経済は、昨年度からの
世界的な不況の影響から企業の生産活動が極めて低い水準に止まり、雇用情勢や所得環境は悪化し、個人
消費は冷え込みの度合いを強めるなど、厳しい状態が続きました。 
このような経営環境の下、当社グループは「企業ブランドを磨き続け、他社に真似できない価値ある商

品やサービスを全力で提案し、提供していく」を基本姿勢として、各々の事業に取り組んでおります。 
当第１四半期連結会計期間における当社グループの連結売上高は、個人消費の一段の悪化に加え、住宅

市場の長期低迷、自動車市場の落ち込みなど、当社グループの事業を取り巻く環境が大変厳しい状態にあ
ったこと、不採算事業を見直し、整理・再編を行ったことなどから、前年同四半期比69億38百万円
(37.1％)減収の117億48百万円となりました。 
損益については、自動車・列車・航空機内装材事業が大幅な減収により損失を拡大したことから、営業

損失は9億44百万円(前年同四半期比4億9百万円悪化）、経常損失は10億24百万円(同4億96百万円悪化）と
なりました。特別損失として関係会社株式売却損1億25百万円を計上したことなどにより、四半期純損失
は11億39百万円(同1億46百万円悪化）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、市況悪化を受け百貨店での帯の販売が減少したこと、収益向上のための効率的な事

業体制への転換を目指し、営業政策の見直しを行ったことなどから、前年同四半期比2億25百万円
(23.1％)減収の7億51百万円となりました。営業利益については、減収による影響を事業のスリム化によ
る効果や経費削減でカバーしたことから、前年同四半期比では40百万円増益の15百万円となりました。 

【インテリアファブリック事業】 
当事業の売上高は、前年同四半期比27億53百万円(26.9％)減収の74億98百万円となりました。景気の悪

化を背景に新設住宅着工戸数や建築物着工床面積などの建設関連各指標が前年実績を大きく下回るなど、
市場環境が一段と厳しさを増すなか、百貨店・量販店・ハウスメーカーなどのホームマーケット、官公
庁・法人・商業施設などのコントラクトマーケットへの販売がともに低調であったことに加え、前連結会
計年度にホームマーケット部門の商品アイテム削減や子会社の整理・統合など、収益向上のための事業の
見直し・再編を実施したことから大幅な減収となりました。営業損益については、減収による影響を事業
の再編による収益力の向上や経費削減でカバーしたことから、前年同四半期比では41百万円改善し、49百
万円の損失となりました。 

【自動車・列車・航空機内装材事業】 

当事業の売上高は、世界的な自動車需要の落ち込みによる影響を受け、国内・海外の各拠点ともに受注
量の大幅な減少が続いたことから、前年同四半期比39億6百万円(54.3％)減収の32億87百万円となりまし
た。営業損益については、減収による影響から前年同四半期比6億11百万円悪化し、5億59百万円の損失と
なりました。 

【その他の事業】 
当事業の売上高は、前年同四半期比54百万円(20.5％)減収の2億10百万円となりました。営業損益につ

いては、前年同四半期比3百万円悪化し、14百万円の損失となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、年度末に繁忙期を迎えるインテリアファブリック事業の季節
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31億24百万円減少し、424億41百
万円となりました。 
当第１四半期連結会計期間末の負債は、上記の季節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24億67百万円減少し、346億70百万円となりました。 
当第１四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失11億39百万円を計上したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ6億56百万円減少し、77億71百万円となりました。 
  

  

平成21年5月19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

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１四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１四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、前連結会計年 

  度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  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。 

５．工事原価総額の見積方法 

   工事原価総額の見積りに当たり、当第１四半期会計期間末における工事原価総額が、前連結 

  会計年度末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約を除き 

  、前連結会計年度末に見積った工事原価総額を、当第１四半期会計期間末における工事原価総 

  額の見積額とする方法によっております。 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事契約に係る収益の計上基準については、従来、全て工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間

より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した請負工事から、進捗部分について成果の確実性が認

められる請負工事については工事進行基準(工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しております。 

これにより、当第１四半期連結会計期間の売上高、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期損失

に与える影響、並びにセグメント情報に与える影響はいずれも軽微であります。 

  

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．固定資産の減価償却費の算定方法

(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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,179 2,149

受取手形及び売掛金 8,995 12,267

商品及び製品 6,747 6,633

仕掛品 583 461

原材料及び貯蔵品 615 599

その他 1,758 1,908

貸倒引当金 △67 △134

流動資産合計 20,812 23,884

固定資産   

有形固定資産   

土地 9,662 9,657

その他（純額） 7,004 6,918

有形固定資産合計 16,667 16,576

無形固定資産 1,630 1,604

投資その他の資産   

投資有価証券 1,396 1,462

その他 1,984 2,073

貸倒引当金 △67 △54

投資その他の資産合計 3,313 3,481

固定資産合計 21,611 21,662

繰延資産 16 18

資産合計 42,441 45,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,998 14,116

短期借入金 6,960 4,984

1年内償還予定の社債 1,700 1,700

1年内返済予定の長期借入金 1,604 1,371

未払法人税等 16 82

賞与引当金 62 14

事業構造改善引当金 86 190

その他 1,914 3,835

流動負債合計 24,344 26,294
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

固定負債   

社債 1,600 1,600

長期借入金 1,973 2,518

リース債務 1,378 1,368

繰延税金負債 275 273

再評価に係る繰延税金負債 2,078 2,078

退職給付引当金 2,055 2,000

負ののれん 287 301

その他 676 702

固定負債合計 10,325 10,843

負債合計 34,670 37,137

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,277 8,277

資本剰余金 2,254 2,254

利益剰余金 △4,779 △3,559

自己株式 △47 △46

株主資本合計 5,705 6,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186 64

繰延ヘッジ損益 △11 △6

土地再評価差額金 2,541 2,541

為替換算調整勘定 △550 △1,003

評価・換算差額等合計 2,166 1,595

少数株主持分 △100 △94

純資産合計 7,771 8,427

負債純資産合計 42,441 45,565
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 18,686 11,748

売上原価 14,870 9,363

売上総利益 3,816 2,384

販売費及び一般管理費 4,351 3,328

営業損失（△） △535 △944

営業外収益   

受取利息 10 2

受取配当金 13 7

負ののれん償却額 29 31

持分法による投資利益 17 －

為替差益 20 －

その他 50 52

営業外収益合計 141 92

営業外費用   

支払利息 88 97

持分法による投資損失 － 42

為替差損 － 16

その他 45 15

営業外費用合計 133 172

経常損失（△） △527 △1,024

特別利益   

固定資産売却益 4 22

事業構造改善引当金戻入額 － 13

その他 0 21

特別利益合計 5 57

特別損失   

関係会社株式売却損 － 125

たな卸資産評価損 409 －

その他 16 45

特別損失合計 425 170

税金等調整前四半期純損失（△） △948 △1,137

法人税、住民税及び事業税 57 12

法人税等調整額 △16 △4

法人税等合計 41 8

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4 △6

四半期純損失（△） △993 △1,139
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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、打掛、緞帳、壁掛、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、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 

  

   該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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

976 10,251 7,194 264 18,686 ― 18,686

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

26 48 1 64 139 (139) ―

計 1,002 10,299 7,195 328 18,826 (139) 18,686

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△25 △90 52 △10 △73 (461) △535

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
751 7,498 3,287 210 11,748 ― 11,748

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
20 30 1 37 90 (90) ―

計 771 7,528 3,289 248 11,838 (90) 11,748

   営業利益又は 

   営業損失（△）
15 △49 △559 △14 △607 (336) △944

 (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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