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1.  平成23年4月期第1四半期の連結業績（平成22年5月1日～平成22年7月31日） 

（注）当社は、平成22年4月期第1四半期においては、四半期連結財務諸表を開示していないため、平成22年4月期第1四半期の連結経営成績及び平成23 
   年4月期第1四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 
（注）平成23年4月第１四半期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりま 
   せん。 

(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 ％

23年4月期第1四半期 2,277 ― 52 ― 53 ― 23 ―

22年4月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年4月期第1四半期 3.93 ―

22年4月期第1四半期 ― ―

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

23年4月期第1四半期 7,456 4,766 63.9 813.28
22年4月期 7,682 4,855 63.2 828.45

（参考） 自己資本   23年4月期第1四半期  4,766百万円 22年4月期  4,855百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

（注）22年4月期期末配当金の内訳  普通配当 14円00銭  記念配当 6円00銭 

年間配当金

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

22年4月期 ― ― ― 20.00 20.00
23年4月期 ―

23年4月期 
（予想）

― ― 14.00 14.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

4,475 △22.8 122 △60.7 125 △60.0 72 △57.5 12.40

通期 10,276 △7.3 515 △12.6 521 △6.6 297 △21.0 50.84



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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、 
   表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成22年4月期第1四半期においては、四半期連結財務諸表を開示していないため、平成22年4月期第1四半期の期中平均株式数 
   の記載をしておりません。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年4月期1Q 6,085,401株 22年4月期  6,085,401株

② 期末自己株式数 23年4月期1Q  224,678株 22年4月期  224,678株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期1Q 5,860,723株 22年4月期1Q  ―株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、中国を中心とした新興国の成長に支えられ、全

般的に緩やかな回復基調にありました。一方で欧州の信用不安等を背景に急激な円高傾向となり、雇用

状況、個人消費も引き続き厳しく、政局の不安定さも加わって、経済の回復を実感できない状況が続い

ております。 

このような状況の中で、当社グループは、引き続き「地球のこと総て、その環境と安全に挑戦する。

～The Challenge for the Earth：”Environment & Safety”」をコーポレートスローガンにして、米

国デュポン社製タイベック®防護服を中心に、化学防護服の市場を開拓、安全衛生の向上に注力し、ま

た、創業の原点であるたたみ資材、アパレル資材を中国子会社含め事業展開してまいりました。 

セグメント及び当社グループ全体の業績を示すと、次のとおりであります。 

主力事業であります防護服・環境資機材事業におきましては、本年４月に宮崎県で発生した口蹄疫へ

の対応のため、当社の社会的使命を果たすべく防護服供給を 優先に取り組んで参りました。この結

果、売上高は1,007百万円、営業利益は88百万円となりました。 

たたみ資材事業におきましては、畳の需要に回復の兆しが見えず、引き続き厳しい環境での販売活動

を強いられましたが、昨年から取り組んでおります効率的な販売体制の見直しにより、売上高は399百

万円、営業利益は16百万円となりました。 

アパレル資材事業におきましては、過度の価格競争による製品売価の下落傾向が顕著となるなか、引

き続き海外縫製への対応力を強化すべく中国子会社との連携を深め、商品、物流、サービスの各分野で

競争力強化に努める一方で経費の削減に取り組み、売上高は731百万円、営業利益は51百万円となりま

した。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高は2,277百万円、営業利益は52百万

円、経常利益は53百万円、四半期純利益は23百万円となりました。 

(注) 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメン

ト情報等の開示に関する会計基準の適用指針」を適用しております。これにより、アパレル資材事

業の売上高、営業利益につきましては、中国子会社を含まない金額を記載しております。また、報

告セグメントに配分していない一般管理費の全社費用が105百万円あります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて3.2%減少し、6,073百万円となりました。これは、主として

現金及び預金が166百万円、商品及び製品が45百万円、原材料が19百万円減少し、受取手形及び売掛金

が43百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.0%減少し、1,383百万円となりました。これは、主として

投資有価証券が15百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2.9%減少し、7,456百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて4.2%減少し、2,210百万円となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が67百万円、未払法人税等が174百万円減少し、短期借入金が127百万円増加したこ

となどによります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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

（資産）

（負債）
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固定負債は、前連結会計年度末に比べて7.7%減少し、479百万円となりました。これは、主として社

債が15百万円、長期借入金が21百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債は、前連結会計年度末に比べて4.9%減少し、2,690百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.8%減少し、4,766百万円となりました。これは、主とし

て剰余金の配当により利益剰余金が94百万円減少したことなどによります。 

  

当第１四半期連結会計期間末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166百万円減少し、1,451百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動の結果支出した資金は、146百万円となりました。支出の主な内訳は、売上債権の増加34

百万円、仕入債務の減少72百万円、法人税等の支払額175百万円等であります。収入の主な内訳は、

税金等調整前四半期純利益53百万円、たな卸資産の減少67百万円等であります。 

投資活動の結果支出した資金は0.6百万円となりました。支出の主な内訳は、投資有価証券の取得

による支出１百万円、無形固定資産の取得による支出１百万円等であります。収入の主な内訳は、保

証金の返還等によるその他の増加２百万円であります。 

財務活動の結果支出した資金は、28百万円となりました。支出の内訳は、長期借入金の返済による

支出44百万円、社債の償還による支出15百万円、配当金の支払額96百万円であります。収入の内訳

は、短期借入金の増加127百万円であります。 

  

平成23年４月期の連結業績予想につきましては、平成22年６月９日に公表いたしました連結業績予想

に変更はありません。 

  

（純資産）

（キャッシュ・フローの状況の分析）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

(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。 

  

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。 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しましては、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。 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

《簡便な会計処理》

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の実地棚卸の省略

《特有の会計処理》

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22年７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22年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,880,748 2,047,672

受取手形及び売掛金 2,619,774 2,576,388

商品及び製品 1,271,797 1,317,220

原材料 231,316 250,591

その他 77,877 88,209

貸倒引当金 △8,349 △8,433

流動資産合計 6,073,164 6,271,648

固定資産

有形固定資産 945,421 950,707

無形固定資産 174,215 180,254

投資その他の資産

投資有価証券 128,517 144,265

その他 162,988 163,805

貸倒引当金 △27,441 △27,765

投資その他の資産合計 264,064 280,304

固定資産合計 1,383,701 1,411,266

資産合計 7,456,865 7,682,914

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,738,421 1,806,257

短期借入金 180,700 53,700

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 9,601 184,210

賞与引当金 34,600 54,200

その他 197,217 159,409

流動負債合計 2,210,540 2,307,777

固定負債

社債 205,000 220,000

長期借入金 － 21,381

退職給付引当金 176,816 173,840

役員退職慰労引当金 98,050 104,580

固定負債合計 479,866 519,801

負債合計 2,690,406 2,827,578
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年７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22年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,038,033 1,038,033

利益剰余金 2,864,627 2,958,753

自己株式 △29,622 △29,622

株主資本合計 4,760,683 4,854,810

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,458 17,560

為替換算調整勘定 △683 △17,034

評価・換算差額等合計 5,775 526

純資産合計 4,766,458 4,855,336

負債純資産合計 7,456,865 7,682,914
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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22年５月１日
至 平成22年７月31日)

売上高 2,277,602

売上原価 1,840,539

売上総利益 437,063

販売費及び一般管理費 384,617

営業利益 52,445

営業外収益

受取利息 638

受取配当金 1,122

その他 1,487

営業外収益合計 3,248

営業外費用

支払利息 1,115

為替差損 1,034

その他 18

営業外費用合計 2,168

経常利益 53,525

特別利益

貸倒引当金戻入額 402

特別利益合計 402

特別損失

減損損失 136

特別損失合計 136

税金等調整前四半期純利益 53,791

法人税、住民税及び事業税 6,257

法人税等調整額 24,445

法人税等合計 30,703

少数株主損益調整前四半期純利益 23,088

四半期純利益 23,088
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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22年５月１日
至 平成22年７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 53,791

減価償却費 14,954

減損損失 136

貸倒引当金の増減額（△は減少） △468

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,692

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,530

受取利息及び受取配当金 △1,761

為替差損益（△は益） △630

支払利息 1,115

売上債権の増減額（△は増加） △34,890

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,464

仕入債務の増減額（△は減少） △72,382

その他 39,970

小計 29,362

利息及び配当金の受取額 1,658

利息の支払額 △1,590

法人税等の支払額 △175,857

営業活動によるキャッシュ・フロー △146,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △1,014

有形固定資産の取得による支出 △528

無形固定資産の取得による支出 △1,800

その他 2,685

投資活動によるキャッシュ・フロー △657

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） 127,000

長期借入金の返済による支出 △44,183

社債の償還による支出 △15,000

配当金の支払額 △96,729

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,912

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,072

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,924

現金及び現金同等物の期首残高 1,617,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,451,031
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当第１四半期連結累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日）  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

当社は、事業の種類別セグメントを構成単位とした「防護服・環境資機材」「たたみ資材」「アパ

レル資材」の３事業を報告セグメントとしております。 

「防護服・環境資機材」は、化学防護服、作業用防護服、防護用資機材の製造販売、「たたみ資

材」は、畳表、各種畳材料の販売及び畳下内装工事の施工、「アパレル資材」は、芯地、型カット品

その他繊維副資材の製造販売を行っております。 

これらの構成単位は、国内において包括的な戦略のもと事業を展開しており、それぞれ分離された

財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に

検討を行う対象となっているものであります。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日） 

（単位：千円）

 
（注）１ 「その他」の区分は中国子会社であります。 

２ セグメント利益調整額は、セグメント間取引に関わる調整額671千円、及び、報告セグメントに配分してい

ない一般管理費等の全社費用△105,283千円であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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

（追加情報）

１．報告セグメントの概要

２．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

報告セグメント
その他

  
(注)１

合計
  
 

調整額 
  

(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３防護服・

環境資機材
たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

1,007,296 399,595 731,396 2,138,289 139,313 2,277,602 ― 2,277,602

セグメント間の
内部売上高又は
振替高

118 ― 715 834 6,379 7,213 △7,213 ―

計 1,007,415 399,595 732,111 2,139,123 145,692 2,284,815 △7,213 2,277,602

セグメント利益 88,215 16,159 51,085 155,459 1,597 157,057 △104,611 52,445

(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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その他の注記事項、個別情報、補足情報等は、第１四半期決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

  

  

  

（開示の省略）
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