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1. 平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日）

 (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３四半期 26,063 7.9 1,195 83.8 1,405 50.5 1,034 55.5

22年３月期第３四半期 24,151 △21.4 650 △38.3 934 △28.7 665 △19.4

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３四半期 24 25 ─

22年３月期第３四半期 15 59 ─

 (2) 連結財政状態

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３四半期 42,616 29,095 66.3 662 45

22年３月期 40,811 28,985 68.8 658 47

(参考) 自己資本 23年３月期第３四半期 28,255百万円 22年３月期 28,094百万円

2. 配当の状況

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 ─ 6 00 ─ 6 00 12 00

23年３月期 ─ 6 00 ─

23年３月期(予想) 6 00 12 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)

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 33,000 4.3 1,100 36.2 1,350 17.6 930 17.2 21 80



  

 
(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。 

 
(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。 

 
(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。 

 
  

  

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ます。なお、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、この四半期決算短信の開示時点におい

て、終了していません。 

  

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】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】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期３Ｑ 43,140,999株 22年３月期 43,140,999株

② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 487,094株 22年３月期 474,755株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期３Ｑ 42,662,485株 22年３月期３Ｑ 42,670,164株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、企業業績の回復や政府の景気刺激策の効果等によ

り緩やかな回復となったものの、欧州財政の信用不安や米国経済の回復懸念などにより景気の先行き不

透明感が払拭できず、雇用情勢や個人消費は低迷し、依然として厳しい状況が続いております。  

 このような状況のなか当社グループは、業績拡大を目指し、市場セグメンテーションに基づいた商品

戦略の強化等により、新市場の開拓を加速化させました。同時に激変する環境変化に対応したグローバ

ル 適生産・ 適販売を加速させ、経営全般にわたる一層の効率化をはかり利益体質の強化に努めまし

た。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、26,063百万円（前年同期比7.9%増）となり、営業

利益は1,195百万円（前年同期比83.8%増）、経常利益は1,405百万円（前年同期比50.5%増）、四半期純

利益は1,034百万円（前年同期比55.5%増）となりました。  

   
事業のセグメント別状況は以下の通りであります。 

 
［繊維事業］  

衣料ファブリック部門は、当社の得意とする高感性・高機能素材の開発と積極的な展示会開催や市場

導入の推進により、ファッション分野、スポーツ分野が大幅に拡大しました。特に海外については、当

社が重点市場と位置づけている欧州・北米・中国でのファッション分野が為替の影響を受けるも順調に

拡大し、前年同期比増収となりました。  

 資材ファブリック部門は、政府の景気刺激策により、国内自動車販売台数が堅調に推移し車両分野が

拡大したものの、汎用カーテン・寝具からの戦略的縮小により、リビング分野が減少し、前年同期比微

減収となりました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は25,328百万円となり、営業利益は1,079

百万円となりました。  

  
［その他の事業］ 

物流分野、並びに物販分野が堅調に推移し、当第３四半期連結累計期間の当事業の売上高は734百万

円となり、営業利益は114百万円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産については、「有形固定資産」が償却により減少したほか、

株式市場の低迷により「投資有価証券」が減少したものの、「有価証券」並びに「受取手形及び売掛

金」が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ1,804百万円増加し、42,616百万円となりま

した。 

 負債については、「支払手形及び買掛金」が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ

1,694百万円増加し、13,521百万円となりました。 

 純資産については、「その他有価証券評価差額金」が減少したものの、「利益剰余金」が増加した

ことなどから、前連結会計年度末に比べ109百万円増加し、29,095百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の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利益や

減価償却費の計上に加え、仕入債務の増加などにより、2,714百万円の収入となりました。投資活動

によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入や固定資産の取得による支出などにより、2,161百万

円の支出となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払いなどにより、672

百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ153

百万円減少し、5,986百万円となりました。 

  

平成23年３月期の連結業績予想については、平成22年５月11日公表の業績予想から変更はありませ

ん。 

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

① 財政状態

② キャッシュ・フローの状況

(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３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出は、実地棚卸を省略し、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。 

定率法を採用している資産は、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。 

法人税等の納税額の算定は、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。 
 繰延税金資産の回収可能性については、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は一時差異等の
発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタ
ックス・プランニングに当該著しい影響を加味して判断しております。 

  

  

イ 会計処理の変更 
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。これによる損益に与える影響はありません。 

  
ロ 表示方法の変更 

「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）に基づき財務
諸表等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、
当第３四半期連結累計期間では、「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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

① 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却費の方法

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 会計基準等の改正に伴う変更

② ①以外の変更

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,035 6,258

受取手形及び売掛金 8,679 7,691

有価証券 5,870 4,859

商品及び製品 1,778 1,917

仕掛品 739 753

原材料及び貯蔵品 1,726 1,383

繰延税金資産 99 138

その他 366 396

貸倒引当金 △88 △84

流動資産合計 26,205 23,315

固定資産

有形固定資産 8,065 8,631

無形固定資産

のれん 89 124

その他 129 160

無形固定資産合計 219 284

投資その他の資産

投資有価証券 6,578 6,922

繰延税金資産 1,385 1,350

その他 183 329

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 8,125 8,580

固定資産合計 16,410 17,496

資産合計 42,616 40,811
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,600 5,338

短期借入金 310 510

未払法人税等 44 256

賞与引当金 148 205

その他の引当金 137 －

その他 1,002 886

流動負債合計 9,243 7,196

固定負債

退職給付引当金 3,733 4,071

役員退職慰労引当金 391 392

負ののれん 28 38

その他 123 128

固定負債合計 4,277 4,629

負債合計 13,521 11,826

純資産の部

株主資本

資本金 4,680 4,680

資本剰余金 4,720 4,720

利益剰余金 19,466 18,939

自己株式 △216 △212

株主資本合計 28,651 28,128

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △148 94

為替換算調整勘定 △246 △128

評価・換算差額等合計 △395 △34

少数株主持分 839 891

純資産合計 29,095 28,985

負債純資産合計 42,616 40,811
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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：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 24,151 26,063

売上原価 19,909 21,228

売上総利益 4,242 4,834

販売費及び一般管理費 3,591 3,638

営業利益 650 1,195

営業外収益

受取配当金 69 76

持分法による投資利益 75 158

その他 158 127

営業外収益合計 303 363

営業外費用

支払利息 7 4

為替差損 1 138

その他 11 10

営業外費用合計 20 153

経常利益 934 1,405

特別利益

国庫補助金 232 －

関係会社株式売却益 － 4

特別利益合計 232 4

特別損失

固定資産売却損 5 4

固定資産除却損 2 12

投資有価証券売却損 － 92

固定資産圧縮損 201 －

特別損失合計 210 109

税金等調整前四半期純利益 956 1,299

法人税、住民税及び事業税 192 78

法人税等調整額 85 170

法人税等合計 278 248

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,051

少数株主利益 12 17

四半期純利益 665 1,034
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 956 1,299

減価償却費 1,126 957

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △191 △337

その他の引当金の増減額（△は減少） 161 137

持分法による投資損益（△は益） △75 △158

受取利息及び受取配当金 △117 △113

支払利息 7 4

投資有価証券売却損益（△は益） － 92

関係会社株式売却損益（△は益） － △4

固定資産除売却損益（△は益） 7 17

補助金収入 △232 －

固定資産圧縮損 201 －

売上債権の増減額（△は増加） 513 △1,009

破産更生債権等の増減額（△は増加） 2 0

たな卸資産の増減額（△は増加） 734 △223

仕入債務の増減額（△は減少） △31 2,286

その他 12 △1

小計 3,077 2,951

利息及び配当金の受取額 120 117

利息の支払額 △7 △4

法人税等の支払額 △55 △350

法人税等の還付額 111 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,245 2,714

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 △908 △7,198

定期預金の払戻による収入 908 5,508

有価証券の取得による支出 － △6,720

有価証券の償還による収入 499 6,499

投資有価証券の取得による支出 △3 △117

投資有価証券の売却による収入 － 81

固定資産の取得による支出 △848 △470

固定資産の売却による収入 1 1

短期貸付けによる支出 △200 －

短期貸付金の回収による収入 － 100

長期貸付金の回収による収入 － 143

関係会社株式の取得による支出 △8 －

関係会社株式の売却による収入 － 10

その他 381 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △177 △2,161
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（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年12月31日)

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） 0 △191

配当金の支払額 △476 △477

自己株式の処分による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △2 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △476 △672

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,582 △153

現金及び現金同等物の期首残高 7,477 6,139

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額
（△は減少）

83 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,143 5,986
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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21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

  

 
(注) １  事業区分は売上集計区分によっております。 

２  各事業の主な製品等 

  

（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。 

  

１  報告セグメントの概要 

 当社は、分離された財務情報をもとに、事業の種類別に、経営資源の配分の決定及び業績の評価を

行い、包括的な戦略を立案し、事業展開しております。これに基づき、当社グループの報告セグメン

トは、「繊維事業」と「その他の事業」としております。 

 「繊維事業」は主に衣料用及び産業用繊維素材（薄膜製品を含む）並びに関連品の製造販売を取り

扱っており、「その他の事業」は主に物流、商事、その他繊維事業以外の事業を取り扱っておりま

す。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報等

【事業の種類別セグメント情報】

繊維事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

  (1) 外部顧客に 
      対する売上高

23,482 669 24,151 ― 24,151

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

18 1,320 1,338 (1,338) ―

計 23,500 1,989 25,490 (1,338) 24,151

営業利益 551 93 645 5 650

(1)繊維事業…………衣料用及び産業用繊維素材（薄膜製品を含む）並びに関連品の製造販売

(2)その他の事業……物流、商事、その他繊維事業以外の事業

【セグメント情報】
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２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。 

２ 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。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）繊維事業 その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 25,328 734 26,063 ─ 26,063

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

44 1,261 1,306 △1,306 ─

計 25,373 1,995 27,369 △1,306 26,063

セグメント利益 1,079 114 1,194 1 1,195

(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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