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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） 

 

(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3四半期 9,777 0.9 493 12.5 281 △13.2 152 9.3
22年3月期第3四半期 9,690 △13.2 438 21.4 324 64.7 139 93.2

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 27.30 ―

22年3月期第3四半期 24.98 ―

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 14,259 9,617 66.4 1,694.18
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3四半期  9,475百万円 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3Q  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3Q  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3Q  5,592,727株 22年3月期3Q  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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による国内消費刺激策及び中国をはじめとするアジア

諸国を中心とした需要の増加等に支えられ、一部の業界においては回復基調にありましたが、円高懸念や景気対

策効果の息切れ等により先行き不透明感が続いております。 

 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、年間・防寒衣料に新企画商品を投入し企業

ユニフォーム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

積極的な販売を行いましたが、当第３四半期連結累計期間の売上高はほぼ前年同期並みの9,777百万円（前年同四

半期比0.9％増）となりました。 

一方利益面では、売上総利益率は前年同四半期と同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493百万円（前年同四半期比12.5％増）となりました。また、前連結会計年度末に比べ当第

３四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124百万円（前年同四半期は70

百万円）及び為替差損（デリバティブの実現損等）85百万円等を営業外費用に計上し、経常利益は281百万円（前

年同四半期比13.2％減）となり、北京信陽服装有限公司（持分法適用関連会社）との合弁解消による関係会社出

資金譲渡損24百万円等を特別損失に計上し、四半期純利益は152百万円（前年同四半期比9.3％増）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３四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711百万円増加し、 

14,259百万円となりました。 

これは主に現金及び預金206百万円及び受取手形及び売掛金612百万円の増加、固定資産121百万円の減少を反映し

たものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ684百万円増加し、4,641百万円となりました。 

これは主に支払手形及び買掛金912百万円及び固定負債その他（デリバティブ債務）124百万円の増加、短期借入金

400百万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26百万円増加し、9,617百万円となりました。 

これは主に利益剰余金68百万円の増加、評価・換算差額等27百万円及び少数株主持分14百万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３四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218百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末には1,855百万円となりました。  

 当第３四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728百万円（前年同四半期は486百万円の獲得）となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益254百万円となり、売上債権の増加622百万円及び法人税等の支払116百万円

で一部相殺されたものの、減価償却費81百万円、仕入債務の増加913百万円及びデリバティブ評価損124百万円を

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15百万円（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26万円、その他の収入（保険解約収入等11百万円）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488百万円（前年同四半期は189百万円の使用）となりました。 

 これは短期借入金の純減額400百万円、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４四半期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３四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踏まえ、平成22年

11月９日の第２四半期決算短信で発表いたしました通期の業績予想に変更はありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

    ただし、当第３四半期連結会計期間において、北京信陽服装有限公司（持分法適用関連会社）について、現地当

局の許認可が下り、持分の全額を北京市平谷縣華陽服装廠に譲渡したため関連会社に該当しなくなりました。 

  

（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  

当第３四半期連結会計年度を含む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３四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
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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 1,987,490 1,780,778

受取手形及び売掛金 3,763,927 3,150,927

商品及び製品 3,760,578 3,785,658

仕掛品 27,342 16,756

原材料及び貯蔵品 94,784 68,731

その他 355,513 351,270

貸倒引当金 △13,381 △10,630

流動資産合計 9,976,254 9,143,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,224,229 1,284,798

土地 2,173,818 2,173,818

その他（純額） 69,134 76,916

有形固定資産合計 3,467,182 3,535,533

無形固定資産 44,066 52,820

投資その他の資産   

その他 821,219 860,587

貸倒引当金 △49,299 △44,256

投資その他の資産合計 771,919 816,330

固定資産合計 4,283,169 4,404,684

資産合計 14,259,424 13,548,176

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,681,608 1,769,354

短期借入金 － 400,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 200,000

未払法人税等 34,605 50,798

返品調整引当金 46,400 39,140

賞与引当金 9,359 36,404

その他 365,959 289,723

流動負債合計 3,537,932 2,785,420

固定負債   

長期借入金 520,000 720,000

退職給付引当金 102,429 102,814

役員退職慰労引当金 165,770 157,610

その他 315,485 191,182

固定負債合計 1,103,685 1,171,606

負債合計 4,641,617 3,957,027
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（単位：千円）

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) 

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 5,953,758 5,884,989

自己株式 △14,442 △14,442

株主資本合計 9,430,185 9,361,415

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,003 97,736

繰延ヘッジ損益 △354 684

為替換算調整勘定 △48,762 △25,786

評価・換算差額等合計 44,886 72,634

少数株主持分 142,734 157,099

純資産合計 9,617,806 9,591,148

負債純資産合計 14,259,424 13,548,176
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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 9,690,967 9,777,196

売上原価 7,220,099 7,285,423

売上総利益 2,470,867 2,491,773

販売費及び一般管理費 2,032,086 1,998,176

営業利益 438,781 493,597

営業外収益   

受取利息 2,023 673

受取配当金 7,037 7,606

受取賃貸料 7,368 7,065

受取保険金 － 3,893

その他 10,300 6,641

営業外収益合計 26,729 25,880

営業外費用   

支払利息 18,516 13,980

為替差損 39,781 85,117

デリバティブ評価損 70,656 124,652

持分法による投資損失 6,793 8,843

その他 5,557 5,491

営業外費用合計 141,305 238,085

経常利益 324,205 281,392

特別利益   

貸倒引当金戻入額 290 －

特別利益合計 290 －

特別損失   

固定資産売却損 146 90

固定資産除却損 283 577

投資有価証券売却損 － 504

減損損失 21,081 －

関係会社整理損失引当金繰入額 34,608 －

関係会社出資金譲渡損 － 24,531

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 56,120 27,197

税金等調整前四半期純利益 268,375 254,194

法人税等 121,703 99,949

少数株主損益調整前四半期純利益 － 154,245

少数株主利益 6,977 1,584

四半期純利益 139,694 152,660
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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 268,375 254,194

減価償却費 91,460 81,480

減損損失 21,081 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △290 12,148

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,112 △384

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,380 8,160

受取利息及び受取配当金 △9,061 △8,279

支払利息 18,516 13,980

為替差損益（△は益） 409 736

デリバティブ評価損益（△は益） 70,656 124,652

持分法による投資損益（△は益） 6,793 8,843

固定資産売却損益（△は益） 146 90

固定資産除却損 283 577

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 34,608 －

関係会社出資金譲渡損 － 24,531

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 504

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） △295,080 △622,040

たな卸資産の増減額（△は増加） 215,012 △14,833

仕入債務の増減額（△は減少） 248,698 913,909

その他 △10,093 48,156

小計 649,784 847,922

利息及び配当金の受取額 8,895 8,340

利息の支払額 △15,766 △11,273

法人税等の支払額 △156,419 △116,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 486,494 728,282

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 △18,972 －

有形固定資産の取得による支出 △7,703 △11,825

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 △6,408 △15,027

投資有価証券の売却による収入 － 1,604

関係会社出資金の売却による収入 － 2,173

その他の支出 △7,394 △3,064

その他の収入 4,108 11,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,975 △15,285
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（単位：千円）

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） － △400,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △300,000 －

配当金の支払額 △83,831 △83,869

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 △189,079 △488,963

現金及び現金同等物に係る換算差額 △610 △5,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 259,828 218,303

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 1,088,613 1,855,142
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 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）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）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）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）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 

 該当事項はありません。  

  

（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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