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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年3月26日～平成23年3月25日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 5,246 19.6 315 13.1 314 15.2 178 23.3
22年3月期 4,385 △16.7 279 △18.4 272 △16.6 144 △32.9

（注）包括利益 23年3月期 ―百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 9.14 ― 7.8 7.4 6.0
22年3月期 7.41 ― 6.7 6.6 6.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 4,385 2,366 54.0 120.92
22年3月期 4,056 2,226 54.9 113.79

（参考） 自己資本   23年3月期  2,366百万円 22年3月期  2,226百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 113 △170 32 90
22年3月期 453 △159 △292 115

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 39 27.0 1.8
23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 39 21.9 1.7

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 2.00 2.00 21.7

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月26日～平成24年3月25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）

 

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) 2,960 14.1 150 △6.3 150 △4.1 90 0.8 4.60
通期 5,950 13.4 310 △1.9 310 △1.3 180 0.7 9.20



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 19,598,000 株 22年3月期 19,598,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 30,605 株 22年3月期 28,577 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 19,568,247 株 22年3月期 19,570,246 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年3月26日～平成23年3月25日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 5,246 19.6 273 24.6 271 20.7 154 27.5
22年3月期 4,385 △16.7 219 △26.4 224 △23.5 121 △32.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 7.92 ―

22年3月期 6.21 ―

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 4,454 2,388 53.6 122.08
22年3月期 4,067 2,273 55.9 116.17

（参考） 自己資本 23年3月期  2,388百万円 22年3月期  2,273百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年3月26日～平成24年3月25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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、添付資
料Ｐ．2「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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) 2,960 14.1 140 0.8 140 2.5 80 2.0 4.09
通期 5,950 13.4 290 6.2 290 6.8 170 9.7 8.69



  

  

○添付資料の目次

１．経営成績 …………………………………………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する分析 ……………………………………………………………………………………………  2

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 ……………………………………………………………………  2

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………………………………………  3

３．経営方針 …………………………………………………………………………………………………………………  4

（１）会社の経営の基本方針 ……………………………………………………………………………………………  4

（２）目標とする経営指標 ………………………………………………………………………………………………  4

（３）中長期的な会社の経営戦略 ………………………………………………………………………………………  4

（４）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………………………………………  4

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  5

（１）連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（２）連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………………  7

（３）連結株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………………………………  8

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………………  10

（５）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  11

（６）連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………………………  12

（セグメント情報） …………………………………………………………………………………………………  13

（１株当たり情報） …………………………………………………………………………………………………  14

（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………………  14

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………………  15

（１）貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………………  15

（２）損益計算書 …………………………………………………………………………………………………………  17

（３）株主資本等変動計算書 ……………………………………………………………………………………………  19

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  21

６．その他 ……………………………………………………………………………………………………………………  22

（１）役員の異動 …………………………………………………………………………………………………………  22

新内外綿㈱ （3125） 平成23年３月期 決算短信

- 1 -



(1)経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、円高の進展に伴う輸出の減速等により、平成２２年秋頃から足踏み状態と

なったものの、年末以降は持ち直しの動きをみせていましたが、年度末に大震災が直撃、不透明感が強まっておりま

す。 

 また、経済のグローバル化の中で、長期構造不況下にあった国内衣料繊維業界につきましても、ようやく規模的に

下げ止まったとはいえ、原料価格の異常な高騰等、なお厳しさが続いております。 

 このような状況のもとで、当社グループ紡績部門におきましては、「はやいや～ん」と名づけた小ロット・多品

種・短納期生産販売システムの一層の進化と全国繊維産地巡回展示会開催等による新たな販路開拓に努めました結

果、同部門の売上高は３２億８７百万円となり、前連結会計年度比６億８９百万円（２６.５％）の増収となりまし

た。テキスタイル・製品部門におきましても、ニット分野は、当社の得意とするテンセル素材を中心に、国内生産を

ベースに強みを生かした商品に特化、織物分野は、テンセル素材等による差別化と中国オペレーションでの優位性強

化に努め、製品分野は、ミセスブランド中心の販売基盤に加えキャリア・ヤング市場への取り組みを進めました結

果、同部門の売上高は１９億５９百万円となり、前連結会計年度比１億７１百万円（９.６％）の増収となりまし

た。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は５２億４６百万円（前連結会計年度比８億６１百万円の増加）となり、利

益面におきましても営業利益は３億１５百万円（同３６百万円の増加）、経常利益は３億１４百万円（同４１百万円

の増加）となりました。特別損失として固定資産除却損等９百万円、法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整

額として計１億２６百万円を計上しました結果、当期純利益は１億７８百万円となり、前連結会計年度比３３百万円

の増益となりました。 

 また、財務体質の改善につきましては、有利子負債の圧縮を図りましたが、販売規模回復に伴う運転資金増もあ

り、有利子負債は１億７８百万円となり、前連結会計年度末比で７１百万円の増加となりました。 

 次期見通しにつきましては、原料価格の高騰等を考慮、売上高は５９億５０百万円、経常利益は平成２２年度並３

億１０百万円を予想しております。  

  

(2)財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末比３億２９百万円増の４３億８５百万円となりまし

た。これは主として販売規模回復に伴う売上債権及び棚卸資産の増加によるものです。負債につきましては、前連結

会計年度末比１億８９百万円増の２０億１９百万円となりました。これも主として販売規模回復に伴う仕入債務の増

加及び有利子負債の増加によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比１億３９百万円増の２３億６

６百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は５４.０％と

なりました。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末の連結ベースの現金及び現金同等物は、９０百万円となり、前連結会計年度末比２４百万円減少

しました。 

 連結キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

・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、１億１３百万円（前連結会計年度比３億３９百万円の減少）となりました。 

これは主として、税金等調整前当期純利益（３億５百万円）、減価償却費（１億３３百万円）、仕入債務の増加額

（７１百万円）等の増加と、棚卸資産の増加額（２億４２百万円）、売上債権の増加額（１億４１百万円）等の減少

によるものです。 

 

・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、１億７０百万円（前連結会計年度比１０百万円の増加）となりました。 

これは主として、有形固定資産の取得によるものです。 

 

・財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は、３２百万円（前連結会計年度比３億２５百万円の増加）となりました。 

これは主として、長短借入金の増加（７１百万円）及び配当金の支払（３８百万円）によるものです。 

  

(3)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社グループは、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対しまして、安定した配当の維持及び適

正な利益還元を行うことを 重要課題としております。内部留保金につきましては、中長期的な展望にたった新製

品・新事業の開発、国内外の新市場開拓及び経営体質の効率化など企業価値を高めるための投資に活用し、企業体質

と企業競争力のさらなる強化に取り組んでまいります。 

 当期の配当につきましては、１株当たり２円の配当を実施する予定であります。 

１．経営成績
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  当社の企業集団は、当社、親会社１社、子会社１社で構成され、繊維製品の製造販売を主な事業内容としておりま

す。 

  その内容は次のとおりであります。 

  当社は糸、織編物生地及び衣料品の製造、加工及び販売を行っており、糸の製造は連結子会社の㈱ナイガイテキス

タイルに委託しています。 

  また、当社は親会社のシキボウ㈱より原綿、原糸の一部を購入しており、同社は原糸及び生地の一部を当社より購

入しております。 

  以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、柔軟な技術やソフトによる革新的なもの作りをもって、健康に配慮し地球環境への貢献を目指

し、衣料文化を育み生活を豊かにして、利益成長を継続しながら社会につくします。 

  

（2）目標とする経営指標 

 現在取り組んでいる３ヵ年計画《更なる成長へむけて》においては、計画 終年度の平成２４年３月期の業績目標

として、連結売上高６２億円、経常利益３億９千万円を掲げております。  

  

（3）中長期的な会社の経営戦略 

 中長期的な経営戦略といたしましては、新中期計画《更なる成長へむけて》を着実に達成すべく取り組んでおりま

す。 

その骨子は 

①更なる成長 

②環境変化に対応する改革 

③技術に立脚した経営 

であります。 

  

（3）会社の対処すべき課題 

 国内繊維業界は経済のグローバル化の中で、規模的に下げ止まったとはいえ、なお長期構造不況下にあり、厳しさ

が続いております。 

 このような経営環境のもとで、当社グループといたしましては、基本路線であります競争優位の確立を一層進めて

まいります。 

① 紡績発のオリジナル素材を使った、糸・テキスタイル・製品販売に特化 

② 国内生産による優位性と技術立脚に基づく管理手法による、多品種・小ロット・短納期生産販売システムの進化 

③ 新商品開発の一層の強化 

④ 国内外の新市場・新用途開拓 

   

 特に国外の新市場開拓に関しましては、友好関係にある中国の貿易商および協力関係にある国内産地企業11社と協

働でテキスタイルの中国内販プロジェクトチーム「彩り」を結成、経済産業省の「ものづくり事業者海外販路開拓支

援事業」にも採択され、今後取り組みを加速いたします。 

 

以上の諸施策により、さらに収益力を強化してまいる所存であります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月25日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月25日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 115,663 90,707

受取手形及び売掛金 1,080,515 1,221,730

商品及び製品 299,202 373,115

仕掛品 48,578 56,938

原材料及び貯蔵品 112,425 273,126

繰延税金資産 33,648 41,333

その他 32,771 30,048

貸倒引当金 △1,445 △857

流動資産合計 1,721,360 2,086,143

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,788,643 1,779,703

減価償却累計額 △1,495,869 △1,490,321

建物及び構築物（純額） 292,773 289,381

機械装置及び運搬具 1,948,361 1,972,788

減価償却累計額 △1,730,839 △1,809,254

機械装置及び運搬具（純額） 217,522 163,533

土地 1,702,657 1,702,657

その他 122,572 156,777

減価償却累計額 △111,361 △125,984

その他（純額） 11,210 30,793

有形固定資産合計 2,224,163 2,186,365

無形固定資産 648 648

投資その他の資産   

投資有価証券 3,197 3,132

長期貸付金 3,282 －

繰延税金資産 82,464 88,379

その他 24,376 25,311

貸倒引当金 △3,200 △4,516

投資その他の資産合計 110,121 112,307

固定資産合計 2,334,933 2,299,321

資産合計 4,056,294 4,385,464
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月25日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月25日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 603,017 655,317

短期借入金 106,700 148,664

未払法人税等 5,083 100,621

賞与引当金 38,534 41,763

その他 175,153 128,484

流動負債合計 928,489 1,074,852

固定負債   

長期借入金 － 29,838

退職給付引当金 200,955 214,713

長期未払金 9,000 9,000

再評価に係る繰延税金負債 691,052 691,052

固定負債合計 901,008 944,604

負債合計 1,829,497 2,019,456

純資産の部   

株主資本   

資本金 731,404 731,404

利益剰余金 486,415 626,089

自己株式 △2,825 △2,975

株主資本合計 1,214,994 1,354,517

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △399 △853

繰延ヘッジ損益 1,154 1,296

土地再評価差額金 1,011,047 1,011,047

評価・換算差額等合計 1,011,802 1,011,490

純資産合計 2,226,796 2,366,008

負債純資産合計 4,056,294 4,385,464
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

売上高 4,385,151 5,246,572

売上原価 3,411,614 4,209,734

売上総利益 973,537 1,036,838

販売費及び一般管理費 694,121 720,857

営業利益 279,415 315,981

営業外収益   

受取利息 1,901 1,433

受取配当金 69 101

為替差益 71 －

受取手数料 2,032 2,977

その他 1,970 1,910

営業外収益合計 6,045 6,423

営業外費用   

支払利息 3,769 2,586

手形売却損 4,104 3,122

為替差損 － 1,887

支払賃借料 3,180 －

その他 1,552 601

営業外費用合計 12,605 8,198

経常利益 272,855 314,207

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,073 －

特別利益合計 3,073 －

特別損失   

固定資産除売却損 6,179 5,165

関係会社整理損 9,969 －

事業構造改善費用 35,242 －

環境対策費 － 3,897

特別損失合計 51,391 9,062

税金等調整前当期純利益 224,537 305,144

法人税、住民税及び事業税 80,896 139,719

法人税等調整額 △1,354 △13,387

法人税等合計 79,542 126,331

当期純利益 144,994 178,812
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 731,404 731,404

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 731,404 731,404

資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

利益剰余金   

前期末残高 380,563 486,415

当期変動額   

剰余金の配当 △39,142 △39,138

当期純利益 144,994 178,812

当期変動額合計 105,851 139,673

当期末残高 486,415 626,089

自己株式   

前期末残高 △2,675 △2,825

当期変動額   

自己株式の取得 △149 △150

当期変動額合計 △149 △150

当期末残高 △2,825 △2,975

株主資本合計   

前期末残高 1,109,292 1,214,994

当期変動額   

剰余金の配当 △39,142 △39,138

当期純利益 144,994 178,812

自己株式の取得 △149 △150

当期変動額合計 105,702 139,523

当期末残高 1,214,994 1,354,517
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △681 △399

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 281 △454

当期変動額合計 281 △454

当期末残高 △399 △853

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 686 1,154

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 467 142

当期変動額合計 467 142

当期末残高 1,154 1,296

土地再評価差額金   

前期末残高 1,011,047 1,011,047

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,011,047 1,011,047

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,011,053 1,011,802

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 749 △311

当期変動額合計 749 △311

当期末残高 1,011,802 1,011,490

純資産合計   

前期末残高 2,120,345 2,226,796

当期変動額   

剰余金の配当 △39,142 △39,138

当期純利益 144,994 178,812

自己株式の取得 △149 △150

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 749 △311

当期変動額合計 106,451 139,211

当期末残高 2,226,796 2,366,008
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 224,537 305,144

減価償却費 100,538 133,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,073 729

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,361 13,757

賞与引当金の増減額（△は減少） △562 3,229

受取利息及び受取配当金 △1,971 △1,535

為替差損益（△は益） △1,046 1,465

支払利息 3,769 2,586

固定資産除売却損益（△は益） 6,179 5,165

関係会社整理損 9,969 －

事業構造改善費用 35,242 －

売上債権の増減額（△は増加） 11,168 △141,214

たな卸資産の増減額（△は増加） 185,071 △242,973

未収入金の増減額（△は増加） 34,262 △10,534

仕入債務の増減額（△は減少） 970 71,158

未払金の増減額（△は減少） 24,284 △10,301

未払費用の増減額（△は減少） 908 11,881

預り金の増減額（△は減少） 8,303 4,864

その他 △22,595 2,992

小計 641,319 149,426

利息及び配当金の受取額 1,971 1,535

利息の支払額 △3,192 △2,610

法人税等の支払額 △186,991 △34,674

営業活動によるキャッシュ・フロー 453,106 113,677

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △161,405 △172,871

有形固定資産の売却による収入 2,230 184

投資有価証券の取得による支出 △668 △699

長期貸付金の回収による収入 127 3,282

その他 423 53

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,292 △170,049

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） △110,000 28,000

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △144,200 △36,198

自己株式の取得による支出 △149 △150

配当金の支払額 △38,524 △38,768

財務活動によるキャッシュ・フロー △292,873 32,882

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,046 △1,465

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,986 △24,955

現金及び現金同等物の期首残高 113,677 115,663

現金及び現金同等物の期末残高 115,663 90,707
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 該当事項はありません。  

   

(5）継続企業の前提に関する注記
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（開示の省略）  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等に関する注記事項については、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。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成23年６月20日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますので、「金融商品

取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことがで

きます。  

(6）連結財務諸表に関する注記事項
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前連結会計年度（自平成21年３月26日 至平成22年３月25日） 

 当社グループは、専ら繊維事業及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別セグメント情報

は記載しておりません。 

当連結会計年度（自平成22年３月26日 至平成23年３月25日） 

 当社グループは、専ら繊維事業及びこれに付帯する事業を営んでいますので、事業の種類別セグメント情報

は記載しておりません。 

前連結会計年度（自平成21年３月26日 至平成22年３月25日） 

 在外連結子会社及び在外支社がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。 

当連結会計年度（自平成22年３月26日 至平成23年３月25日） 

 在外連結子会社及び在外支社がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。 

前連結会計年度（自平成21年３月26日 至平成22年３月25日） 

 海外売上高が、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。 

当連結会計年度（自平成22年３月26日 至平成23年３月25日） 

 海外売上高が、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）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月26日 
至 平成22年３月25日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月26日 
至 平成23年３月25日） 

１株当たり純資産額 円 銭113 79

１株当たり当期純利益 円 銭7 41

１株当たり純資産額 円 銭120 92

１株当たり当期純利益 円 銭9 14

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成21年３月26日 
至 平成22年３月25日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月26日 
至 平成23年３月25日） 

当期純利益（千円）  144,994  178,812

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  144,994  178,812

期中平均株式数（株）  19,570,246  19,568,247

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月25日) 

当事業年度 
(平成23年３月25日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 112,677 86,791

受取手形 365,021 423,200

売掛金 715,493 793,910

商品及び製品 306,694 382,973

仕掛品 33,739 42,622

原材料及び貯蔵品 103,576 266,854

前払費用 4,679 4,635

未収入金 2,289 8,586

繰延税金資産 20,810 25,662

その他 11,060 10,477

貸倒引当金 △1,445 △857

流動資産合計 1,674,598 2,044,857

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,713,832 1,704,893

減価償却累計額 △1,429,589 △1,422,967

建物（純額） 284,243 281,925

構築物 74,810 74,810

減価償却累計額 △66,280 △67,353

構築物（純額） 8,529 7,456

工具、器具及び備品 11,673 43,000

減価償却累計額 △8,402 △18,837

工具、器具及び備品（純額） 3,270 24,163

土地 1,702,657 1,702,657

有形固定資産合計 1,998,701 2,016,202

無形固定資産   

電話加入権 109 109

無形固定資産合計 109 109

投資その他の資産   

投資有価証券 3,197 3,132

関係会社株式 320,000 320,000

従業員に対する長期貸付金 3,282 －

破産更生債権等 3,200 4,516

長期前払費用 506 273

繰延税金資産 47,763 50,640

その他 19,793 19,739

貸倒引当金 △3,200 △4,516

投資その他の資産合計 394,543 393,786

固定資産合計 2,393,354 2,410,098

資産合計 4,067,952 4,454,955
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月25日) 

当事業年度 
(平成23年３月25日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 281,356 282,072

買掛金 476,588 601,208

短期借入金 92,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 14,700 28,664

未払金 28,013 1,311

未払法人税等 5,083 81,430

未払費用 15,930 27,789

預り金 42,706 47,851

賞与引当金 21,134 22,690

流動負債合計 977,514 1,213,019

固定負債   

長期借入金 － 29,838

退職給付引当金 116,971 123,291

長期未払金 9,000 9,000

再評価に係る繰延税金負債 691,052 691,052

固定負債合計 817,023 853,182

負債合計 1,794,538 2,066,202

純資産の部   

株主資本   

資本金 731,404 731,404

利益剰余金   

利益準備金 7,829 11,743

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 525,203 637,090

利益剰余金合計 533,033 648,834

自己株式 △2,825 △2,975

株主資本合計 1,261,612 1,377,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △399 △853

繰延ヘッジ損益 1,154 1,296

土地再評価差額金 1,011,047 1,011,047

評価・換算差額等合計 1,011,802 1,011,490

純資産合計 2,273,414 2,388,753

負債純資産合計 4,067,952 4,454,955
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

売上高 4,385,151 5,246,572

売上原価   

製品期首たな卸高 442,020 306,694

当期製品製造原価 1,915,741 2,097,355

当期製品仕入高 1,483,490 2,294,650

合計 3,841,252 4,698,701

他勘定振替高 24,535 19,859

製品期末たな卸高 306,694 382,973

製品売上原価 3,510,021 4,295,868

売上総利益 875,129 950,704

販売費及び一般管理費   

支払運賃 24,912 28,969

広告宣伝費 37,376 33,390

商品開発費 5,287 3,896

役員報酬 41,843 41,101

給料 238,363 253,698

賞与引当金繰入額 21,134 22,690

福利厚生費 43,172 47,355

退職給付引当金繰入額 17,373 20,639

賃借料 57,600 48,736

保険料 4,608 2,506

修繕費 3,416 2,848

租税公課 6,717 7,719

旅費及び交通費 49,489 57,999

通信費 11,394 10,559

交際費 2,615 3,417

事務用消耗品費 2,512 2,522

減価償却費 813 10,627

貸倒引当金繰入額 － 729

雑費 87,353 78,157

販売費及び一般管理費合計 655,986 677,568

営業利益 219,142 273,135

営業外収益   

受取利息 1,895 1,431

受取配当金 69 101

賃貸収入 62,400 62,400

雑収入 1,395 935

営業外収益合計 65,759 64,869

営業外費用   

支払利息 3,769 2,586

賃貸収入原価 47,416 55,139

手形売却損 4,104 3,122

雑損失 4,732 5,669

営業外費用合計 60,022 66,518

経常利益 224,880 271,486
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,073 －

特別利益合計 3,073 －

特別損失   

固定資産除売却損 5,861 5,165

関係会社整理損 9,969 －

事業構造改善費用 23,677 －

環境対策費 － 3,184

特別損失合計 39,508 8,349

税引前当期純利益 188,444 263,137

法人税、住民税及び事業税 71,490 115,713

法人税等調整額 △4,541 △7,515

法人税等合計 66,948 108,197

当期純利益 121,496 154,939
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 731,404 731,404

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 731,404 731,404

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,915 7,829

当期変動額   

利益準備金の積立 3,914 3,913

当期変動額合計 3,914 3,913

当期末残高 7,829 11,743

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 － －

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 446,764 525,203

当期変動額   

剰余金の配当 △39,142 △39,138

利益準備金の積立 △3,914 △3,913

当期純利益 121,496 154,939

当期変動額合計 78,439 111,887

当期末残高 525,203 637,090

利益剰余金合計   

前期末残高 450,679 533,033

当期変動額   

剰余金の配当 △39,142 △39,138

利益準備金の積立 － －

当期純利益 121,496 154,939

当期変動額合計 82,353 115,801

当期末残高 533,033 648,834

自己株式   

前期末残高 △2,675 △2,825
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年３月26日 
 至 平成22年３月25日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月26日 
 至 平成23年３月25日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △149 △150

当期変動額合計 △149 △150

当期末残高 △2,825 △2,975

株主資本合計   

前期末残高 1,179,408 1,261,612

当期変動額   

剰余金の配当 △39,142 △39,138

当期純利益 121,496 154,939

自己株式の取得 △149 △150

当期変動額合計 82,204 115,650

当期末残高 1,261,612 1,377,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △681 △399

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 281 △454

当期変動額合計 281 △454

当期末残高 △399 △853

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 686 1,154

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 467 142

当期変動額合計 467 142

当期末残高 1,154 1,296

土地再評価差額金   

前期末残高 1,011,047 1,011,047

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,011,047 1,011,047

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,011,053 1,011,802

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 749 △311

当期変動額合計 749 △311

当期末残高 1,011,802 1,011,490

純資産合計   

前期末残高 2,190,461 2,273,414

当期変動額   

剰余金の配当 △39,142 △39,138

当期純利益 121,496 154,939

自己株式の取得 △149 △150

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 749 △311

当期変動額合計 82,953 115,338

当期末残高 2,273,414 2,388,753
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 該当事項はありません。  

   

(4）継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動 

 退任予定取締役（平成23年６月17日付予定） 

    葛原 三治  （現 取締役 総務部長） 

     

 新任予定取締役（平成23年６月17日株主総会付議予定） 

    長門 秀高  （現 シキボウ㈱経営企画室長）  総務部長に就任予定 

  

 新任予定監査役（平成23年６月17日株主総会付議予定） 

    中山 宣幸  非常勤監査役（独立役員）に就任予定 

  

６．その他
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