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

22年3月期第3四半期 5,726 △7.4 67 △29.2 △279 ― △599 ―
21年3月期第3四半期 6,187 ― 94 ― 381 ― 256 ―

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3四半期 △46.58 ―
21年3月期第3四半期 18.55 ―

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3四半期 17,660 14,631 82.8 1,149.50
21年3月期 19,202 16,121 84.0 1,227.99

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  14,631百万円 21年3月期  16,121百万円

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  有   

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

21年3月期 ― 27.00 ― 17.00 44.00
22年3月期 ― 22.00 ―
22年3月期 

（予想）
18.00 40.00

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  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

通期 7,500 △3.3 △150 ― △380 ― △540 ― △42.43
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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） 

(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 
 通期の業績予想につきましては、平成21年8月10日に公表いたしました予想から修正しております。詳細につきましては、平成22年2月8日公表の「業績
予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 なお、上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、
今後様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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3四半期 13,933,757株 21年3月期  13,933,757株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,205,574株 21年3月期  805,499株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 12,868,872株 21年3月期第3四半期 13,816,188株
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当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高５７億２千６百万円（前年同期比７．４％減）となり

ました。利益面では、営業利益６千７百万円（前年同期比２９．２％減）となり、営業外収支において投

資事業組合運用損が６億１千６百万円発生したこと等に伴い、経常損失２億７千９百万円（前年同期は経

常利益３億８千１百万円）、繰延税金資産取り崩しに伴い、四半期純損失５億９千９百万円（前年同期は

四半期純利益２億５千６百万円）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 「染色、整理加工事業」は、衣料消費の不振による得意先からの発注手控え等の影響を受けた結果、売

上高４９億２千３百万円（前年同期比１３．０％減）、営業損失１億９千８百万円(前年同期は営業損失

１億１千４百万円）となりました。 

 「テキスタイル事業」は、売上高２億９千８百万円（前年同期は２千９百万円）、営業損失５千２百万

円（前年同期は営業損失９千２百万円）となりました。 

 「不動産賃貸事業」は、売上高５億３百万円（前年同期比１．１％増）、営業利益３億１千８百万円

（前年同期比５．５％増）となりました。 
  

当第３四半期末の総資産は、主に投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末と比べ１５億４千２

百万円減少し、１７６億６千万円となりました。負債につきましては、５千１百万円減少し、３０億２千

９百万円となりました。純資産につきましては、四半期純損失の計上及び自己株式取得等により、１４億

９千万円減少し、１４６億３千１百万円、自己資本比率は８２．８％となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・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・フローは、税金等調整前四半期純損失が３億２百万円となりましたが、投

資事業組合運用損６億１千６百万円があったこと等により、２億６千９百万円の増加（前年同期は２億３

百万円の増加）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出２億５千３百万円がありました

ものの、有価証券の売却及び償還による収入５億円があったこと等により、２億８千６百万円の増加（前

年同期は８億６千１百万円の減少）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額５億円及び自己株式の取得による支出４億５千

１百万円があったこと等により９億５千２百万円の減少（前年同期は１０億９千３百万円の減少）となり

ました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末と比べ３億９

千６百万円減少し、７億９千万円となりました。 
  

平成21年８月10日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。なお、当該業績予想の修正

の詳細につきましては本日公表の「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 
  

【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．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方法に関しては、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。 

２．法人税等の算定方法 

法人税等の納付税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。  

該当事項はありません。 

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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 818,497 978,834

受取手形及び売掛金 1,271,268 753,136

有価証券 617,540 880,275

完成品 35,671 29,382

仕掛品 104,972 109,793

原材料及び貯蔵品 189,295 120,357

繰延税金資産 76,519 181,275

その他 210,215 237,172

貸倒引当金 △1,900 △1,900

流動資産合計 3,322,078 3,288,328

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,031,844 2,174,932

機械装置及び運搬具（純額） 1,112,158 1,293,950

土地 968,544 968,544

リース資産（純額） 3,994 4,594

建設仮勘定 1,550 12,220

その他（純額） 80,939 104,006

有形固定資産合計 4,199,032 4,558,248

無形固定資産 8,061 8,061

投資その他の資産   

投資有価証券 9,102,681 10,296,622

長期貸付金 2,467 2,467

繰延税金資産 478,510 476,393

その他 556,198 581,229

貸倒引当金 △8,539 △8,539

投資その他の資産合計 10,131,317 11,348,172

固定資産合計 14,338,412 15,914,483

資産合計 17,660,491 19,202,812
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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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 284,486 190,987

リース債務 798 798

未払法人税等 47,921 10,562

繰延税金負債 635 1,621

未払費用 140,474 221,034

工場閉鎖損失引当金 171,764 171,764

その他 532,231 694,659

流動負債合計 1,178,314 1,291,429

固定負債   

リース債務 3,195 3,795

退職給付引当金 542,568 580,451

長期預り保証金 777,496 777,496

繰延税金負債 204,286 －

負ののれん 311,115 415,795

その他 12,506 12,506

固定負債合計 1,851,168 1,790,044

負債合計 3,029,482 3,081,474

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,348,828 1,348,828

利益剰余金 11,282,201 12,384,883

自己株式 △1,360,980 △909,410

株主資本合計 14,394,248 15,948,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 236,760 172,835

評価・換算差額等合計 236,760 172,835

純資産合計 14,631,008 16,121,337

負債純資産合計 17,660,491 19,202,812
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,187,228 5,726,327

売上原価 5,602,377 5,228,763

売上総利益 584,850 497,563

販売費及び一般管理費 489,937 430,412

営業利益 94,912 67,151

営業外収益   

受取利息 71,201 47,942

受取配当金 212,988 137,867

負ののれん償却額 104,962 104,680

その他 14,205 16,090

営業外収益合計 403,357 306,581

営業外費用   

支払利息 12,455 3,149

売上割引 34,039 28,790

投資事業組合運用損 61,051 616,001

その他 8,765 4,954

営業外費用合計 116,311 652,896

経常利益又は経常損失（△） 381,958 △279,163

特別損失   

固定資産処分損 22,986 23,812

特別損失合計 22,986 23,812

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

358,971 △302,975

法人税等 102,681 296,506

四半期純利益又は四半期純損失（△） 256,290 △599,482
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

358,971 △302,975

減価償却費 545,928 585,040

負ののれん償却額 △104,962 △104,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,249 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,500 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,664 △37,882

受取利息及び受取配当金 △284,189 △185,809

支払利息 12,455 3,149

有形固定資産処分損益（△は益） 22,986 23,812

有価証券売却損益（△は益） △1,472 －

投資事業組合運用損益（△は益） 61,051 616,001

売上債権の増減額（△は増加） △194,289 △518,132

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,620 △70,405

仕入債務の増減額（△は減少） △34,816 93,499

未払費用の増減額（△は減少） △157,302 △80,559

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,815 37,162

その他 △86,407 △25,795

小計 160,562 32,423

利息及び配当金の受取額 284,189 185,809

利息の支払額 △12,455 △3,149

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △228,377 54,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 203,918 269,364

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △70,778 29,533

有価証券の売却及び償還による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △666,199 △253,548

有形固定資産の売却による収入 4,737 521

投資有価証券の取得による支出 △56,944 △35,706

投資有価証券の売却及び償還による収入 633,423 164,595

投資事業組合からの分配による収入 325,854 96,387

預り保証金の返還による支出 △1,042,852 △268,979

その他 11,099 54,051

投資活動によるキャッシュ・フロー △861,659 286,854

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △752,866 △500,239

自己株式の取得による支出 △340,531 △451,572

その他 21 △597

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,093,376 △952,409

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,751,117 △396,189

現金及び現金同等物の期首残高 3,534,858 1,186,411

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19,016 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,802,758 790,221
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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４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(注) １ 事業区分は、産業分類を勘案して区分しております。  

２ 各事業の内容は次のとおりであります。 

染色、整理加工事業……繊維製品の染色、整理加工 

テキスタイル事業………繊維製品の製造、販売 

不動産賃貸事業…………量販店に対する店舗の賃貸等 

３ 「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

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（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。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、「染色、整理加工事業」

については、当第３四半期連結累計期間の営業損失が7,872千円増加しております。 

 
(注) １ 事業区分は、産業分類を勘案して区分しております。  

２ 各事業の内容は次のとおりであります。 

染色、整理加工事業……繊維製品の染色、整理加工 

テキスタイル事業………繊維製品の製造、販売 

不動産賃貸事業…………量販店に対する店舗の賃貸等 

  
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

本邦以外の国又は地域における売上がないため、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】

染色、整理加
工事業 
(千円)

テキスタイル
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(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

5,658,735 29,930 498,561 6,187,228 ― 6,187,228

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7,500 1,455 ― 8,955 (8,955) ―

計 5,666,235 31,385 498,561 6,196,183 (8,955) 6,187,228

営業利益又は営業損失（△) △114,243 △92,831 301,988 94,912 ― 94,912

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)

染色、整理加
工事業 
(千円)

テキスタイル
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(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

4,923,743 298,702 503,881 5,726,327 ― 5,726,327

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

34,495 866 ― 35,361 （35,361） ―

計 4,958,238 299,568 503,881 5,761,688 （35,361） 5,726,327

営業利益又は営業損失（△) △198,919 △52,649 318,719 67,151 ― 67,151

【所在地別セグメント情報】

前第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）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）

【海外売上高】

前第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）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6.その他の情報
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