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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 3,447 △14.6 207 △7.9 153 △56.0 57 △70.6

21年3月期第1四半期 4,036 ― 225 ― 349 ― 195 ―

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 10.27 ―

21年3月期第1四半期 34.96 ―

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 14,469 9,504 64.6 1,670.91
21年3月期 13,838 9,473 67.3 1,666.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,344百万円 21年3月期  9,320百万円

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 ― 15.00 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 15.00 15.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

6,420 △12.5 207 16.9 155 △41.9 25 △82.4 4.47

通期 13,200 △6.4 350 54.9 300 13.2 100 22.0 17.88

                                   

                  



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） 

(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 

 上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。なお、業績予想を修正しております。詳細は４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ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 5,615,622株 21年3月期  5,615,622株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  22,895株 21年3月期  22,895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 5,592,727株 21年3月期第1四半期 5,592,771株

                                   

                  



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的不況の影響が持続し、一部の景気動向調査 

では景気の底打ちが伝えられたものの、企業設備投資の停滞や個人消費の低迷状況が続きました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、ユニフォームの分

野においては、企業ユニフォーム及び別注ユニフォーム等の新規獲得を強力に推進いたしましたが、企業の業績

悪化による経費節減の影響で前年同四半期比大幅な減収となりました。一方、ワークショップ・ホームセンター

等の分野においては、新規開拓及び既存得意先の深耕開拓にも注力し積極的な販売を行いましたが、消費マイン

ドの急速な落ち込みにより前年同四半期比若干の減収となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,447百万円（前年同四半期比14.6％減）となりました。 

 一方、利益面では売上総利益率はほぼ前年同期なみとなりましたが、販売費及び一般管理費の削減に注力し、営

業利益は207百万円（前年同四半期比7.9％減）となりました。 

これに加え、前連結会計年度末に比べ当第１四半期連結会計期間末が円高に移行したことにより発生したデリバ

ティブ評価損44百万円（前年同四半期は120百万円の評価益）を営業外費用に計上し、経常利益は153百万円（前年

同四半期比56.0％減）となりました。  

また、長崎市の野母崎工場の閉鎖に係る建物等の減損損失21百万円及び連結子会社である㈱松元屋の解散に係る

関係会社整理損失引当金繰入額12百万円を特別損失に計上し、四半期純利益は57百万円（前年同四半期比70.6％

減）となりました。 

 当社グループは単一セグメントに該当するため、事業の種類別セグメントは記載しておりません。 

(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ631百万円増加し、

14,469百万円となりました。 

 これは主に現金及び預金の増加（142百万円）及び受取手形及び売掛金の増加（331百万円）並びに商品及び製

品の増加（152百万円）を反映したものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ600百万円増加し、4,965百万円となりました。 

 これは主に支払手形及び買掛金の増加（516百万円）及びデリバティブ債務の増加（44百万円）を反映したもの

であります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ30百万円増加し、9,504百万円となりました。これは主に利益剰余金の

減少（26百万円）及び評価・換算差額金の増加（51百万円）並びに少数株主持分の増加（6百万円）を反映したも

のであります。  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ115百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には943百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は214百万円（前年同四半期は122百万円の使用）となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益120百万円、減価償却費31百万円、デリバティブ評価損44百万円、減損損

失21百万円となりましたが、たな卸資産の増加156百万円及び法人税等の支払59百万円並びに売上債権の増加330

百万円で一部相殺されたものの仕入債務の増加515百万円が大きく反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は32百万円（前年同四半期は29百万円の使用）となりました。 

 これは主に定期預金の預入18百万円及び有形固定資産の取得による支出4百万円を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は72百万円（前年同四半期は30百万円の獲得）となりました。 

  これは配当金の支払及び少数株主への配当金の支払72百万円を反映したものであります。 

  

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

                                   

                  



 今後のわが国経済は、一部の業界には回復の兆しが見られるものの、当社の属する企業ユニフォーム及びワークシ

ョップ・ホームセンター市場の需要回復の時期は大きく遅れ、来年度以降にずれ込むものと予想されます。 

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、当第１四半期連結累計期間における売上高は概ね予想どおり推移

しているものの、利益面での変動が予想されることから、平成21年５月15日の決算短信で発表いたしました第２四半

期連結累計期間及び通期の業績予想を修正いたしました。詳細は、本日（平成21年８月10日）開示の「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

 該当事項はありません。 

 ただし、平成21年4月21日開催の取締役会において、当社の持分法適用会社である北京信陽服装有限公司に対

する出資の全額(35%)を現地当局の許認可取得を前提として、北京市平谷縣華陽服装廠に譲渡する旨を決議して

おります。 

  

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見込ま

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 たな卸資産の評価の方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地

たな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。  

③ 税金費用の計算  

当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する方法を採用しております。 

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。 

  

表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」

は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。 

 なお、前第１四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は2,471千円でありま

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

                                   

                  



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 1,076,865 934,814

受取手形及び売掛金 3,756,115 3,425,036

商品及び製品 4,691,602 4,538,705

仕掛品 16,719 11,467

原材料及び貯蔵品 71,894 73,483

その他 352,684 352,284

貸倒引当金 △15,261 △14,717

流動資産合計 9,950,620 9,321,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,369,854 1,408,736

土地 2,173,818 2,173,818

その他（純額） 92,288 92,802

有形固定資産合計 3,635,961 3,675,358

無形固定資産 63,802 63,942

投資その他の資産   

その他 880,364 838,873

貸倒引当金 △60,883 △60,600

投資その他の資産合計 819,481 778,272

固定資産合計 4,519,245 4,517,572

資産合計 14,469,865 13,838,646

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,457,849 1,941,636

短期借入金 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 65,782 66,820

返品調整引当金 42,270 37,640

賞与引当金 14,059 46,770

関係会社整理損失引当金 12,022 －

その他 373,211 317,848

流動負債合計 3,765,196 3,210,715

固定負債   

長期借入金 700,000 700,000

退職給付引当金 124,645 124,896

役員退職慰労引当金 151,240 149,110

その他 224,237 180,329

固定負債合計 1,200,122 1,154,336

負債合計 4,965,318 4,365,051

                                   

                  



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,695,949 1,695,949

資本剰余金 1,794,919 1,794,919

利益剰余金 5,809,478 5,835,942

自己株式 △14,442 △14,442

株主資本合計 9,285,905 9,312,369

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71,856 35,743

繰延ヘッジ損益 △229 733

為替換算調整勘定 △12,568 △28,592

評価・換算差額等合計 59,058 7,884

少数株主持分 159,583 153,340

純資産合計 9,504,547 9,473,594

負債純資産合計 14,469,865 13,838,646

                                   

                  



（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）

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 4,036,225 3,447,112

売上原価 2,994,131 2,542,529

売上総利益 1,042,094 904,583

販売費及び一般管理費 816,627 696,893

営業利益 225,467 207,689

営業外収益   

受取利息 985 760

受取配当金 2,916 2,357

為替差益 4,008 －

デリバティブ評価益 120,896 －

受取賃貸料 － 2,459

負ののれん償却額 141 －

その他 6,776 2,223

営業外収益合計 135,725 7,800

営業外費用   

支払利息 6,234 5,792

為替差損 － 5,448

デリバティブ評価損 － 44,007

持分法による投資損失 3,379 4,667

その他 1,769 1,669

営業外費用合計 11,383 61,585

経常利益 349,809 153,904

特別利益   

固定資産売却益 43 －

特別利益合計 43 －

特別損失   

固定資産除却損 21 32

減損損失 － 21,081

関係会社整理損失引当金繰入額 － 12,022

特別損失合計 21 33,136

税金等調整前四半期純利益 349,830 120,767

法人税等 150,314 61,437

少数株主利益 4,008 1,903

四半期純利益 195,507 57,426

                                   

                  



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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 349,830 120,767

減価償却費 35,590 31,545

減損損失 － 21,081

負ののれん償却額 △141 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 34,438 826

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 12,022

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,986 △251

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,130 2,130

受取利息及び受取配当金 △3,902 △3,117

支払利息 6,234 5,792

為替差損益（△は益） △114 280

デリバティブ評価損益（△は益） △120,896 44,007

持分法による投資損益（△は益） 3,379 4,667

固定資産売却損益（△は益） △43 －

固定資産除却損 21 32

売上債権の増減額（△は増加） △604,758 △330,458

たな卸資産の増減額（△は増加） △54,086 △156,408

仕入債務の増減額（△は減少） 270,063 515,473

その他 69,032 8,118

小計 △15,206 276,511

利息及び配当金の受取額 3,891 3,053

利息の支払額 △6,120 △5,529

法人税等の支払額 △104,839 △59,855

営業活動によるキャッシュ・フロー △122,275 214,180

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 △20,005 △18,722

有形固定資産の取得による支出 △1,221 △4,984

有形固定資産の売却による収入 85 －

無形固定資産の取得による支出 △1,150 △943

投資有価証券の取得による支出 △1,167 △1,350

その他の支出 △6,325 △6,625

その他の収入 508 156

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,275 △32,470

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） 100,000 －

自己株式の取得による支出 △45 －

配当金の支払額 △68,847 △67,061

少数株主への配当金の支払額 △500 △5,248

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,606 △72,309

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,903 5,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △131,847 115,205

現金及び現金同等物の期首残高 834,747 828,784

現金及び現金同等物の四半期末残高 702,899 943,989

                                   

                  



 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）及び当第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）において、当社及び連結子会社は衣料品関連商品の専門メーカ

ーとして、同一セグメントに属するユニフォーム等の製造販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がない

ため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）及び当第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）において、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の資産の金額の合計額に占める割合がいずれも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。  

   

 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）及び当第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）において、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〕

〔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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