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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 27,977 4.2 465 △1.1 394 3.9 317 26.5
23年3月期第1四半期 26,843 7.3 470 20.4 379 11.9 250 30.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 230百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △21百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.93 ―

23年3月期第1四半期 3.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 54,969 11,159 20.2
23年3月期 55,031 10,928 19.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  11,086百万円 23年3月期  10,856百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 60,000 3.8 900 △14.5 750 △7.9 600 △1.3 9.32
通期 120,000 3.4 1,800 △4.9 1,400 △1.9 1,000 20.7 15.54



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご参照ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表のレビュー
手続を実施中です。 

※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およ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。 
なお、業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 64,649,715 株 23年3月期 64,649,715 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 291,286 株 23年3月期 290,316 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 64,358,914 株 23年3月期1Q 64,369,702 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①業績の概況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災がサプライチェーン

の混乱や電力供給不安をもたらし、消費や生産活動に大きな影響を及ぼしたことにより、低調に推移しました。

このような状況下、当第１四半期連結累計期間の業績は、繊維関連取引が拡大したことから、売上高は前年同

期比1,134百万円、4.2％増収の27,977百万円となりました。 

 売上総利益は、前年同期比102百万円、3.3％増益の3,186百万円となりましたが、営業利益は、販売費及び一

般管理費が増加しましたので、前年同期比5百万円、1.1％減益の465百万円となりました。経常利益は、営業外

損益が改善したことから、前年同期比14百万円、3.9％増益の394百万円となり、四半期純利益は前年同期比66百

万円、26.5％増益の317百万円となりました。 

  

②セグメント別の状況 

＜繊維関連事業＞ 

・企画提案型の婦人ファンデーションの取引は伸長しましたが、生産コスト上昇の影響を受けました。機能性の

高いインナー用原糸および生地の取引は前年並みで推移しました。また、量販店向け実用衣料は、パンストな

どの取扱いが減少する一方、クールビズ対応の機能性肌着の取扱いは増加しました。 

・アウター用生地は、欧米および韓国向け輸出が増加しました。ＳＰＡ型アパレルを指向し４月に分社化した婦

人アパレル事業は、一部に震災の影響を受けたものの、売上高は増加しました。また、ＯＥＭ取引も、メンズ

およびレディースともに、苦戦した前年に比べやや回復しました。 

以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期比1,252百万円、6.0％増収の22,156百万円、営業利益は前年同

期比92百万円、25.9％増益の448百万円となりました。 

＜非繊維関連事業＞ 

・米国における半導体用途の化学製品は取扱いが減少するとともに、急激な円高により、売上高が減少しまし

た。一方、フィルムは、飲料水の需要増にともない、ペットボトル用途の取扱いが増加しました。 

・ホビー関連商品は、プラモデル用塗料が前年並みとなりましたが、猛暑や震災の影響もあり、総じて苦戦し

ました。 

以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期比118百万円、2.0％減収の5,821百万円、営業利益は前年同期

比99百万円、38.1％減益の161百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債および純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、商品、未着商品の増加などがあったものの、現金及び預金

の減少などにより、前期末比61百万円減少の54,969百万円となりました。 

 負債は仕入債務の増加や借入金の増加などがあったものの、引当金の減少などにより、前期末比292百万円減

少の43,809百万円となりました。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の減少などがあったものの、四半期純利益による株主資本の増加によ

り、前期末比230百万円増加の11,159百万円となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、510百万円の減少（前年同期比1,125百万円の支出の増加）となりまし

た。主な要因はたな卸資産の増加によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、96百万円の減少（前年同期比73百万円の支出の増加）となりました。

主な要因は出資金の払込による支出によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、17百万円の増加（前年同期比96百万円の収入の増加）となりました。

 これらの結果、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の残高は前期末比583百万円減少の

8,841百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表しました平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

に変更はありません。    

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 一部連結子会社については見積実効税率により税金費用を算定しております。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。  

  

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,425 8,841

受取手形及び売掛金 25,792 25,887

商品 8,093 8,438

未着商品 239 421

その他 1,305 1,248

貸倒引当金 △467 △466

流動資産合計 44,388 44,372

固定資産   

有形固定資産 5,590 5,565

無形固定資産 116 126

投資その他の資産 4,935 4,904

固定資産合計 10,642 10,597

資産合計 55,031 54,969

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,828 18,986

短期借入金 15,669 15,989

1年内返済予定の長期借入金 1,121 1,101

未払法人税等 150 100

引当金 711 247

その他 1,821 1,871

流動負債合計 38,303 38,297

固定負債   

長期借入金 4,481 4,220

退職給付引当金 1,205 1,181

負ののれん 0 0

その他 112 109

固定負債合計 5,798 5,511

負債合計 44,102 43,809

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,186 7,186

資本剰余金 908 908

利益剰余金 4,092 4,409

自己株式 △54 △54

株主資本合計 12,133 12,450

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △557 △679

繰延ヘッジ損益 △16 △17

為替換算調整勘定 △702 △666

その他の包括利益累計額合計 △1,277 △1,364

少数株主持分 72 73

純資産合計 10,928 11,159

負債純資産合計 55,031 54,969
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 26,843 27,977

売上原価 23,759 24,791

売上総利益 3,083 3,186

販売費及び一般管理費合計 2,613 2,721

営業利益 470 465

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 29 32

その他 45 16

営業外収益合計 81 54

営業外費用   

支払利息 102 102

為替差損 42 14

その他 27 8

営業外費用合計 172 125

経常利益 379 394

特別利益   

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 24 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7 －

特別損失合計 32 0

税金等調整前四半期純利益 348 393

法人税、住民税及び事業税 97 70

法人税等調整額 △0 5

法人税等合計 96 75

少数株主損益調整前四半期純利益 251 317

少数株主利益 0 0

四半期純利益 250 317
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 251 317

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △263 △122

繰延ヘッジ損益 △25 △1

為替換算調整勘定 15 36

その他の包括利益合計 △272 △87

四半期包括利益 △21 230

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △21 230

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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 348 393

減価償却費 56 53

のれん償却額 △7 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 △23

事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） △6 △295

受取利息及び受取配当金 △35 △38

支払利息 102 102

為替差損益（△は益） 0 △0

有形固定資産売却損益（△は益） △1 0

有形固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 24 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,095 52

たな卸資産の増減額（△は増加） △899 △510

その他の資産の増減額（△は増加） 3 30

仕入債務の増減額（△は減少） 2,605 42

その他の負債の増減額（△は減少） △173 △177

その他 △32 21

小計 861 △346

利息及び配当金の受取額 39 38

利息の支払額 △97 △99

法人税等の支払額 △188 △103

営業活動によるキャッシュ・フロー 615 △510

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 △16 △23

有形固定資産の売却による収入 1 1

投資有価証券の取得による支出 △4 △0

出資金の払込による支出 － △93

貸付けによる支出 △42 △0

貸付金の回収による収入 8 28

その他 30 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △23 △96

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） △39 310

長期借入金の返済による支出 △30 △280

少数株主への配当金の支払額 △0 －

その他 △8 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △79 17

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 517 △583

現金及び現金同等物の期首残高 9,838 9,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,356 8,841
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 該当事項はありません。  

  

  

[セグメント情報] 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．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 

（注）（１）セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、各報告セグメントに  

配分しない全社費用 百万円が含まれています。  

（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います。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報   

該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．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 

（注）（１）セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、各報告セグメントに  

配分しない全社費用 百万円が含まれています。  

（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います。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報   

該当事項はありません。  

  

  

 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）セグメント情報等

（単位：百万円） 

  

報告セグメント
調整額 
（注） 

合計
繊維関連事業

非繊維関連  
事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  20,903  5,939  26,843  －  26,843

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  27  27 ( ) 27  －

計  20,903  5,967  26,871 ( ) 27  26,843

セグメント利益  356  261  617 ( ) 147  470

△147 27

119

（単位：百万円） 

  

報告セグメント
調整額 
（注） 

合計
繊維関連事業

非繊維関連  
事業 

計

売上高           

外部顧客への売上高  22,156  5,821  27,977  －  27,977

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  29  29 ( ) 29  －

計  22,156  5,850  28,007 ( ) 29  27,977

セグメント利益  448  161  610 ( ) 145  465

△145 29

115

（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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前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）       （単位：百万円） 

  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）       （単位：百万円） 

（注）（１）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。  

（２）各区分に属する主な国または地域 

アジア・・・・・中国、香港 

北 米・・・・・アメリカ 

その他・・・・・欧州 

（３）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

  

  

  

  

  

  

４．（参考）海外売上高

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高  7,368  1,216  462  9,047

Ⅱ 連結売上高        26,843

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 27.5  4.5  1.7  33.7

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高  7,605  1,019  513  9,138

Ⅱ 連結売上高        27,977

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 27.2  3.6  1.8  32.7
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