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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 6,395 1.1 238 15.1 98 105.9 47 ―

22年3月期第2四半期 6,325 △13.8 207 17.0 47 △82.1 △17 ―

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3月期第2四半期 8.50 ―

22年3月期第2四半期 △3.21 ―

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3月期第2四半期 14,206 9,520 66.0 1,675.85
22年3月期 13,548 9,591 69.6 1,686.84

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,372百万円 22年3月期  9,434百万円

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  
 

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3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 12,900 4.2 430 11.8 275 △9.2 120 △9.7 21.46

                                   

                  



(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） 

※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 
 本資料に記載の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た予想であり、リ
スクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因により、これらの業績予想とは大きく異なる結果と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）２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．３ 「その他の情報」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 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3月期2Q  5,615,622株 22年3月期  5,615,622株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  22,895株 22年3月期  22,895株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  5,592,727株 22年3月期2Q  5,592,727株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済政策の一定の効果及び猛暑やエコカー補助金などの特

需で一部に持ち直しの動きが見られたものの、欧州及び米国経済の減速懸念による急激な円高の進行に加え設備

投資の抑制や雇用環境の厳しさなどにより、先行きの不透明感が徐々に増す状況で推移いたしました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、企業に向けてはユニフォーム及び別注ユニフォーム等の新規

獲得を強力に推進し、一般小売においては、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っ

た結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,395百万円（前年同四半期比1.1％増）となりました。 

一方利益面では、前年同四半期と同様に在庫処分を積極的に行ったことが主因で売上総利益率が24.5％と低水

準で推移しましたが、販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業利益は238百万円（前年同四半期比15.1％

増）となりました。また、前連結会計年度末に比べ当第２四半期連結累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96百万円及び為替差損（デリバティブの実現損等）43百万円等を営業外費用に計上

し、経常利益は98百万円（前年同四半期比105.9％増）、四半期純利益47百万円（前年同四半期は四半期純損失17

百万円）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、セグメント情報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。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結累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658百万円増加し、 

14,206百万円となりました。 

これは主に現金及び預金（617百万円）及び受取手形及び売掛金（236百万円）の増加、商品及び製品（139百万 

円）及び固定資産（72百万円）の減少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729百万円増加し、4,686百万円となりました。 

これは主に支払手形及び買掛金（724百万円）及びデリバティブ債務（96百万円）の増加、短期借入金（100百万 

円）の減少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70百万円減少し、9,520百万円となりました。 

これは主に利益剰余金（36百万円）及び評価・換算差額等（25百万円）の減少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２四半期連結累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622百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には2,258百万円となりました。  

 当第２四半期連結累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822百万円（前年同四半期は590百万円の獲得）となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益96百万円及びたな卸資産の減少128百万円、売上債権の増加246百万円、仕

入債務の増加725百万円及びデリバティブ評価損96百万円を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8百万円（前年同四半期は36百万円の使用）となりました。 

これは主に有形固定資産及び投資有価証券の取得15百万円、その他の収入（保険解約収入等10百万円）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188百万円（前年同四半期は88百万円の使用）となりました。 

 これは短期借入金の減少100百万円、配当金の支払及び少数株主への配当金の支払88百万円を反映したものであ

ります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期連結業績予想につきましては、第３四半期以降の経済動向並びにその業績に与える影響が

依然として不透明ではありますが、当第２四半期連結累計期間における業績の進捗及び為替動向等を勘案し、平成

22年８月９日の第１四半期決算短信で発表いたしました通期の業績予想を修正いたしました。詳細は、平成22年11

月５日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

                                   

                  



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 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。 

② たな卸資産の評価方法 

 当第２四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ・会計処理基準に関する事項の変更 

 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、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

・表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）

に基づく「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21年３月24日 

内閣府令第５号）の適用により、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報

                                   

                  



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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,397,787 1,780,778

受取手形及び売掛金 3,387,847 3,150,927

商品及び製品 3,645,904 3,785,658

仕掛品 23,108 16,756

原材料及び貯蔵品 72,659 68,731

その他 360,898 351,270

貸倒引当金 △13,392 △10,630

流動資産合計 9,874,813 9,143,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,243,670 1,284,798

土地 2,173,818 2,173,818

その他（純額） 71,774 76,916

有形固定資産合計 3,489,264 3,535,533

無形固定資産 47,872 52,820

投資その他の資産   

その他 845,374 860,587

貸倒引当金 △50,679 △44,256

投資その他の資産合計 794,694 816,330

固定資産合計 4,331,832 4,404,684

資産合計 14,206,645 13,548,176

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,494,325 1,769,354

短期借入金 300,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 55,348 50,798

返品調整引当金 42,040 39,140

賞与引当金 36,560 36,404

その他 287,224 289,723

流動負債合計 3,415,498 2,785,420

固定負債   

長期借入金 720,000 720,000

退職給付引当金 100,688 102,814

役員退職慰労引当金 162,990 157,610

その他 287,164 191,182

固定負債合計 1,270,842 1,171,606

負債合計 4,686,341 3,957,027

                                   

                  



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22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 5,848,621 5,884,989

自己株式 △14,442 △14,442

株主資本合計 9,325,047 9,361,415

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,866 97,736

繰延ヘッジ損益 △159 684

為替換算調整勘定 △33,196 △25,786

評価・換算差額等合計 47,510 72,634

少数株主持分 147,745 157,099

純資産合計 9,520,303 9,591,148

負債純資産合計 14,206,645 13,548,176

                                   

                  



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,325,718 6,395,210

売上原価 4,735,771 4,827,654

売上総利益 1,589,947 1,567,556

販売費及び一般管理費 1,382,755 1,328,984

営業利益 207,191 238,572

営業外収益   

受取利息 1,062 300

受取配当金 4,407 4,389

受取賃貸料 4,960 4,695

受取保険金 － 3,893

その他 9,556 6,088

営業外収益合計 19,986 19,367

営業外費用   

支払利息 12,607 9,365

為替差損 17,245 43,670

デリバティブ評価損 140,962 96,331

持分法による投資損失 4,719 5,944

その他 3,654 3,834

営業外費用合計 179,190 159,145

経常利益 47,987 98,794

特別損失   

固定資産売却損 146 90

固定資産除却損 217 261

投資有価証券評価損 － 504

減損損失 21,081 －

関係会社整理損失引当金繰入額 34,608 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,494

特別損失合計 56,054 2,350

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（△）

△8,066 96,444

法人税等 5,314 48,433

少数株主損益調整前四半期純利益 － 48,010

少数株主利益 4,594 487

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,975 47,523

                                   

                  



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△8,066 96,444

減価償却費 62,354 54,247

減損損失 21,081 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 243 11,929

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,145 △2,125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,250 5,380

受取利息及び受取配当金 △5,469 △4,690

支払利息 12,607 9,365

為替差損益（△は益） 471 246

デリバティブ評価損益（△は益） 140,962 96,331

持分法による投資損益（△は益） 4,719 5,944

固定資産売却損益（△は益） 146 90

固定資産除却損 217 261

投資有価証券評価損益（△は益） － 504

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 34,608 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,494

売上債権の増減額（△は増加） 91,284 △246,790

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,947 128,185

仕入債務の増減額（△は減少） 480,166 725,632

その他 △39,024 △14,651

小計 658,459 867,798

利息及び配当金の受取額 5,354 4,768

利息の支払額 △12,566 △9,449

法人税等の支払額 △60,586 △40,917

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,661 822,200

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 △19,094 －

有形固定資産の取得による支出 △6,998 △6,047

有形固定資産の売却による収入 339 171

無形固定資産の取得による支出 △943 △782

投資有価証券の取得による支出 △3,872 △9,316

その他の支出 △6,859 △3,055

その他の収入 1,306 10,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,123 △8,563

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

配当金の支払額 △82,785 △83,686

少数株主への配当金の支払額 △5,248 △5,093

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,033 △188,779

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,215 △2,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 470,719 622,077

現金及び現金同等物の期首残高 828,784 1,636,838

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,299,504 2,258,915

                                   

                  



 該当事項はありません。 

  

  

① 事業の種類別セグメント情報 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

② 所在地別セグメント情報 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

③ 海外売上高 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

 

［セグメント情報］ 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）において、当社グループは作業用衣 

料品及びその関連用品等の製造販売を行う単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（追加情報） 

 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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（１）役員等の異動  

   執行役員の異動  

  ① 新任執行役員 

   該当事項はありません。 

  ② 退任執行役員 

   木嶋 茂（平成22年10月31日付退職） 

（２）その他  

   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

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報
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