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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 16,014 ― 1,848 ― 1,894 ― 970 ―
20年12月期第3四半期 12,715 △8.4 569 △28.1 614 △26.9 368 104.9

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3四半期 37.10 ―
20年12月期第3四半期 13.90 13.90

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3四半期 19,976 12,464 62.4 476.42
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3四半期  12,464百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
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 23,000 11.8 2,500 56.3 2,550 53.3 1,400 45.2 53.50
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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 
１．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。 
 
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）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3四半期 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3四半期  926,655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3四半期 26,166,131株 20年12月期第3四半期 26,488,797株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の一部に持ち直しの動きが見られるものの、雇用情勢の悪化

など、依然として先行き不透明な状況が続いています。 

このような経営環境下、昨年度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」 

「機能繊維の用途開発とリネン（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。  

とりわけ、防災事業では、大規模自然災害やテロなどの特殊災害をはじめとする自然環境・社会環境の変化や、それ

らに備える国家の重点施策“安全・安心の確保”などを受けて、当社を取り巻く環境は大きく好転しました。  

  その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は以下のとおり、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。 

（％表示は対前年同期比増減率）

  

 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います。 

  

事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。 

  

防災事業 

 防災事業では、「安心実現のための緊急総合対策」をはじめとする補正予算関連需要の増加などにより、消防ホースや

防災資機材を中心に売上が大きく伸びたほか、新型インフルエンザ対策など官公庁や民間企業向け感染防止資機材の売上

が大きく寄与したことから、売上高は119億１千万円（前年同期比59.2％増）と大幅な増収となりました。 

 

 また、消防ホース・消火栓ホースの大幅な需要増加に対しましては、応需する体制を充実するため、鹿沼工場における

生産設備の増設、生産要員の増員など、生産能力の増強を図るとともに、その品質の維持・向上に努めています。 

 

 

  繊維事業 

 繊維事業では、国内外の繊維市場は依然極めて厳しい状況が続いており、当社におきましても、一部官公庁向け繊維資

材などの売上は伸びたものの、産業資材用の高機能繊維素材（ノーメックスやエレクティ）の需要低迷や麻混紡糸などの

売上減少が響き、売上高は34億６千３百万円（同19.3％減）となりました。 

 

 なお、リネン素材やリネン二次製品につきましては、欧州リネン素材メーカーとの提携関係強化による新たな製品のラ

インアップを充実させるなど、取扱い商品の拡充に力を注いでおります。 

 

  

  不動産賃貸事業・その他 

 不動産賃貸事業・その他では、不動産賃貸事業は順調に推移しておりますが、運搬機械などの架装を扱う子会社の受注

数量が大幅に減っていることから、売上高は６億４千万円（同32.2％減）に止まりました。 

 

  

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3四半期  16,014  25.9  1,848  224.6  1,894  208.3  970  163.6

                                          

     

20年12月期 第3四半期  12,715  △8.4  569  △ 28.1  614  △ 26.9  368  104.9
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  当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて５億８千９百万円増加し、199億７千

６百万円となりました。この主な増加要因としては、好調な業績を反映した現金及び預金の増加(約14億円）のほ

か、増産に伴う棚卸資産の増加や上場株式の含み益の増加（約19億円）など、一方減少要因としては、売上債権の回

収に伴う受取手形や売掛金の減少（△約29億円）などが挙げられます。 

 負債は、支払債務の減少などにより、前連結会計年度末に比べて４億６千９百万円減少し、75億１千１百万円とな

りました。 

 純資産は、利益剰余金の増加に加え、上場株式の含み益の増加などがあり、前連結会計年度末に比べて10億５千８

百万円増加し、124億６千４百万円となりました。 

  その結果、自己資本比率は62.4％（前連結会計年度末は58.8％）となりました。 

  

〔キャッシュ・フローの状況〕 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて19億１千８百万円

増加し、44億７千２百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

〔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18億６千４百万円計上したことに加

え、売上債権の回収が進んだことなどから、25億２千５百万円となりました。 

〔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減少は、鹿沼工場の生産設備などへの投資があり、１億９千万円となりました。 

〔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減少は、配当金の支払などにより、４億1千６百万円となりました。 

 

  

 防災事業の分野では、政権交代による補正予算見直しなどの動きはあるものの、地震など大規模自然災害や都市型

災害への備え、新型インフルエンザなど新しい感染症への対応、テロなど国際情勢・社会経済情勢の変化に即応した

体制整備など、当社事業を巡る市場は着実に拡がってきており、引き続き堅調に推移するものと思われます。 

 また、繊維事業の分野でも、リネン（麻）素材の持つ優れた特性を活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、市場ニーズに向けて、当社の強みを活かした的確な対応に努めています。 

 したがいまして、平成21年12月期の通期連結業績の見通しにつきましては、平成21年８月14日に修正いたしました

業績予想に変更はありません。 

  

 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３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２

四半期連結会計期間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。  

  

  

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

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」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、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、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）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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,972,735 2,553,849

受取手形及び売掛金 4,123,920 7,041,396

有価証券 499,879 －

商品及び製品 2,658,397 2,073,244

仕掛品 1,141,298 706,935

原材料及び貯蔵品 335,323 262,183

繰延税金資産 101,821 59,300

その他 53,763 351,886

貸倒引当金 △23,387 △36,009

流動資産合計 12,863,752 13,012,786

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,096,708 2,175,926

機械装置及び運搬具（純額） 402,258 356,362

工具、器具及び備品（純額） 66,186 74,759

土地 263,315 263,315

建設仮勘定 15,083 1,102

有形固定資産合計 2,843,552 2,871,466

無形固定資産   

借地権 39,904 39,904

その他 95,254 102,309

無形固定資産合計 135,158 142,213

投資その他の資産   

投資有価証券 3,694,875 2,910,176

長期貸付金 668,076 670,737

繰延税金資産 300,608 309,147

その他 149,490 148,718

貸倒引当金 △679,348 △678,562

投資その他の資産合計 4,133,702 3,360,217

固定資産合計 7,112,414 6,373,897

資産合計 19,976,166 19,386,684
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,283,053 4,502,880

短期借入金 77,200 33,600

役員賞与引当金 30,000 40,000

賞与引当金 114,702 －

未払法人税等 521,802 219,741

その他 379,192 413,403

流動負債合計 4,405,951 5,209,625

固定負債   

長期借入金 97,900 166,400

長期預り保証金 1,295,026 1,343,049

繰延税金負債 1,353,502 950,759

退職給付引当金 92,644 58,624

役員退職慰労引当金 266,750 252,750

固定負債合計 3,105,823 2,771,583

負債合計 7,511,774 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 747,558 747,542

利益剰余金 9,018,414 8,440,072

自己株式 △363,903 △361,047

株主資本合計 10,775,434 10,199,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,684,712 1,214,726

繰延ヘッジ損益 4,245 △9,182

評価・換算差額等合計 1,688,958 1,205,543

純資産合計 12,464,392 11,405,475

負債純資産合計 19,976,166 19,386,684
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,014,891

売上原価 11,785,215

売上総利益 4,229,676

販売費及び一般管理費 2,381,085

営業利益 1,848,591

営業外収益  

受取利息 7,876

受取配当金 43,009

その他 16,524

営業外収益合計 67,409

営業外費用  

支払利息 8,158

手形売却損 175

持分法による投資損失 6,967

為替差損 4,752

その他 1,187

営業外費用合計 21,240

経常利益 1,894,760

特別利益  

貸倒引当金戻入額 11,835

特別利益合計 11,835

特別損失  

固定資産処分損 1,662

たな卸資産評価損 40,445

特別損失合計 42,107

税金等調整前四半期純利益 1,864,488

法人税、住民税及び事業税 855,491

法人税等調整額 38,112

法人税等合計 893,603

四半期純利益 970,884
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 1,864,488

減価償却費 237,468

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,835

受取利息及び受取配当金 △50,885

支払利息 8,158

持分法による投資損益（△は益） 6,967

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 114,702

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34,019

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,000

固定資産処分損益（△は益） 1,662

売上債権の増減額（△は増加） 2,923,200

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,092,656

仕入債務の増減額（△は減少） △1,079,637

預り保証金の増減額（△は減少） △48,022

その他の流動資産の増減額（△は増加） 154,226

その他の流動負債の増減額（△は減少） △22,819

その他 △2,875

小計 3,040,161

利息及び配当金の受取額 50,885

利息の支払額 △8,023

法人税等の支払額 △557,545

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,525,478

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 △177,325

有形固定資産の売却による収入 12

有形固定資産の除却による支出 △13

無形固定資産の取得による支出 △15,269

投資有価証券の取得による支出 △253

貸付金の回収による収入 2,661

投資活動によるキャッシュ・フロー △190,187

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 1,620,000

短期借入金の返済による支出 △1,620,000

長期借入金の返済による支出 △24,900

自己株式の取得による支出 △2,902

自己株式の売却による収入 62

配当金の支払額 △388,786

財務活動によるキャッシュ・フロー △416,526

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,918,765

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 4,472,614
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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、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、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３四半期連結累計期間の本邦の売上高は、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３四半期連結累計期間の海外売上高は、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  3,463,833 11,910,091 348,437 292,529  16,014,891  － 16,014,891

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 34,244 4,038 18,090 111  56,483 ( ) 56,483 －

 計  3,498,077 11,914,129 366,527 292,640  16,071,375 ( ) 56,483 16,014,891

営業利益又は営業損失（△）  128,032 2,168,564 235,058 △7,429  2,524,225 ( ) 675,633 1,848,591

〔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  

   

科目 

前第３四半期連結累計期間 
（自：平成20年１月１日 
至：平成20年９月30日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 12,715,585

Ⅱ 売上原価 9,886,155

 売上総利益 2,829,429

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,259,977

 営業利益 569,451

Ⅳ 営業外収益 (61,553)

 受取利息 5,341

 受取配当金 37,172

 その他 19,039

Ⅴ 営業外費用 (16,431)

 支払利息 8,170

 受取手形売却損 92

 持分法による投資損失 5,832

 その他 2,335

 経常利益 614,573

Ⅵ 特別利益  (22,057)

   固定資産売却益   2

 貸倒引当金戻入額 22,055

Ⅶ 特別損失 (1,770)

 固定資産処分損 1,770

 税金等調整前四半期純利益 634,860

 税金費用 266,572

 四半期純利益 368,288

帝国繊維㈱ （3302） 平成21年12月期　第3四半期決算短信

－11－



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科目 

前第３四半期連結累計期間 

(自：平成20年１月１日 

至：平成20年９月30日) 

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 634,860

減価償却費 197,528

貸倒引当金の増減額 △22,055

受取利息及び受取配当金 △42,513

支払利息 8,170

持分法による投資損失又は投資利益（△） 5,832

役員賞与引当金の増減額 △10,000

賞与引当金の増減額  103,770

退職給付引当金の増減額 22,776

役員退職慰労引当金の増減額 19,650

固定資産売却益  △2

固定資産処分損 1,770

売上債権の増減額 4,115,269

たな卸資産の増減額 △1,710,716

仕入債務の増減額 △1,461,164

預り保証金の増減額 570,459

その他の流動資産の増減額 △128,098

その他の流動負債の増減額 △138,381

その他 △1,006

小計 2,166,149

利息及び配当金の受取額 42,739

利息の支払額 △7,468

法人税等の支払額 △954,385

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,247,034

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 △711,004

有形固定資産の売却による収入  217

貸付金の回収による収入 74,121

その他 △8,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △644,752
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科目 

前第３四半期連結累計期間 

(自：平成20年１月１日 

至：平成20年９月30日) 

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 1,620,000

短期借入金の返済による支出 △1,789,000

長期借入金の返済による支出 △57,900

自己株式の取得による支出 △119,899

自己株式の売却による収入 1,307

配当金の支払額 △396,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △741,598

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △139,316

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 2,697,834
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30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３四半期連結累計期間        579,189千円 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30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 4,289,662 7,480,215 327,191 618,515 12,715,585 － 12,715,585

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
29,817 2,083 18,090 328 50,319 (50,319) －

計 4,319,480 7,482,299 345,281 618,843 12,765,904 (50,319) 12,715,585

営業費用 4,063,034 6,835,700 113,238 554,970 11,566,943 579,189 12,146,133

営業利益 256,445 646,598 232,043 63,873 1,198,960 (629,508) 569,451

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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