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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 4,072 17.6 271 46.6 249 109.3 144 126.0
23年3月期第1四半期 3,461 0.4 184 △11.0 119 △22.6 63 11.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 145百万円 （242.1％） 23年3月期第1四半期 42百万円 （―％）

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 25.86 ―

23年3月期第1四半期 11.44 ―

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

24年3月期第1四半期 15,011 9,743 64.0 1,717.16
23年3月期 14,054 9,683 67.9 1,706.56

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,603百万円 23年3月期  9,544百万円

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 ― 15.00 15.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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) 6,500 1.6 285 19.5 290 193.5 155 226.2 27.71
通期 13,000 3.2 570 3.2 580 49.4 310 42.2 55.43

                                   

                  



(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」をご覧ください。 

(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、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。 

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 5,615,622 株 23年3月期 5,615,622 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 22,895 株 23年3月期 22,895 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,592,727 株 23年3月期1Q 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１四半期連結累計期間における我が国経済は、今年３月に発生した東日本大震災により大きく落ち込みまし

たが、物流や交通などの復旧が進むにつれ、回復の動きが強まりました。製造業においてはサプライチェーン（供

給網）や電力不足の問題は残るものの、自動車や情報通信機械などを中心に当初予想よりも速い回復の兆しがみら

れるとともに、個人消費においては過度な自粛ムードも和らぎ、落ち着きを取り戻し始めました。５月に入ると、

被災地である東北地区の百貨店やホームセンターでも復興需要により売上が大幅に伸びるなどの動きも見られるよ

うになりました。しかしながら、全国的には依然として雇用や所得環境が不安定であり、先行きの情勢を見極める

ことが困難な状況で推移しました。また、米国での財政赤字拡大や失業率高止まり及び欧州諸国での財政危機に端

を発する混乱が不安視され株安や円高傾向が強まりました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは企業納入に向けては節電意識の高まりに対応したクールビズユニ

フォームを積極的に提案し、新規受注獲得を強力に推進しました。一般小売においても、夏物衣料及び熱中症対策

グッズ等をいち早く市場に投入するとともに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

１四半期連結累計期間の売上高は4,072百万円（前年同四半期比17.6％増）となりました。 

 一方、利益面では海外仕入コストの上昇及び在庫評価減の増加が主因で売上総利益率が0.9ポイント悪化しまし

たが、売上が好調に推移したことに加え販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業利益は271百万円（前年

同四半期比46.6％増）となりました。 

 また、デリバティブ評価益13百万円（前年同四半期は評価損50百万円）を営業外収益に、為替差損36百万円（前

年同四半期は13百万円）を営業外費用に計上し、経常利益は249百万円（前年同四半期比109.3％増）、四半期純利

益は144百万円（前年同四半期比126.0％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 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ957百万円増加し、15,011百万円とな

りました。これは主に受取手形及び売掛金953百万円及び商品及び製品298百万円の増加、現金及び預金307百万円

の減少を反映したものであります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ898百万円増加し、5,268百万円とな

りました。これは主に流動負債において、支払手形及び買掛金670百万円及び未払法人税等101百万円並びにその他

（主に未払金、未払費用、リース債務）107百万円の増加を反映したものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ59百万円増加し、9,743百万円と

なりました。これは主に利益剰余金60百万円の増加を反映したものであります。 

 この結果、自己資本比率は64.0%（前連結会計年度末は67.9%）となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間では予想を上回っておりますが、第２四半期連結会計

期間以降の経営環境が不透明であるため、平成23年５月13日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期

間及び通期の連結業績予想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

                                   

                  



（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 

税金費用の計算 

 当第１四半期連結会計期間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。 

   

（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。  

  

（４）追加情報 

 会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要

                                   

                  



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,147,178 1,839,180

受取手形及び売掛金 3,278,616 4,232,510

商品及び製品 3,996,875 4,295,053

仕掛品 19,802 15,363

原材料及び貯蔵品 75,816 67,146

その他 272,889 274,838

貸倒引当金 △11,390 △14,646

流動資産合計 9,779,787 10,709,446

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,203,491 1,185,839

土地 2,173,818 2,173,818

その他（純額） 65,578 95,319

有形固定資産合計 3,442,888 3,454,977

無形固定資産 42,647 61,748

投資その他の資産   

その他 838,937 825,548

貸倒引当金 △49,770 △39,729

投資その他の資産合計 789,166 785,819

固定資産合計 4,274,702 4,302,545

資産合計 14,054,490 15,011,991

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,525,647 3,196,440

短期借入金 250,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 4,815 106,746

返品調整引当金 37,290 48,440

賞与引当金 37,434 10,759

その他 291,366 398,544

流動負債合計 3,346,553 4,210,930

固定負債   

長期借入金 520,000 520,000

退職給付引当金 106,283 108,596

役員退職慰労引当金 168,540 170,070

その他 229,179 259,174

固定負債合計 1,024,002 1,057,841

負債合計 4,370,556 5,268,771

                                   

                  



（単位：千円）

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) 

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 6,019,094 6,079,806

自己株式 △14,442 △14,442

株主資本合計 9,495,521 9,556,232

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 101,394 97,489

繰延ヘッジ損益 64 △244

為替換算調整勘定 △52,682 △49,880

その他の包括利益累計額合計 48,776 47,364

少数株主持分 139,636 139,623

純資産合計 9,683,933 9,743,220

負債純資産合計 14,054,490 15,011,991

                                   

                  



（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：千円）

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 3,461,450 4,072,356

売上原価 2,602,013 3,098,506

売上総利益 859,436 973,849

販売費及び一般管理費 674,574 702,812

営業利益 184,862 271,037

営業外収益   

受取利息 55 159

受取配当金 2,387 2,466

デリバティブ評価益 － 13,719

受取賃貸料 2,382 2,793

その他 2,381 835

営業外収益合計 7,207 19,975

営業外費用   

支払利息 4,679 4,036

為替差損 13,914 36,090

デリバティブ評価損 50,192 －

持分法による投資損失 2,492 －

その他 1,685 1,540

営業外費用合計 72,964 41,668

経常利益 119,104 249,343

特別損失   

固定資産売却損 90 －

固定資産除却損 － 121

投資有価証券評価損 688 324

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 2,272 445

税金等調整前四半期純利益 116,832 248,898

法人税等 51,391 104,319

少数株主損益調整前四半期純利益 65,440 144,578

少数株主利益 1,451 △23

四半期純利益 63,988 144,602

                                   

                  



（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：千円）

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 65,440 144,578

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25,391 △3,905

繰延ヘッジ損益 △966 △309

為替換算調整勘定 2,795 4,930

持分法適用会社に対する持分相当額 591 －

その他の包括利益合計 △22,971 716

四半期包括利益 42,468 145,294

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 39,778 143,189

少数株主に係る四半期包括利益 2,690 2,105

                                   

                  



 該当事項はありません。 

  

  

 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）及び当第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） 

 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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