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１. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日 ～ 平成23年９月30日）

(1)連結経営成績（累計）  　（％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 23年12月期第３四半期

 22年12月期第３四半期

円　銭 円　銭

 23年12月期第３四半期

 22年12月期第３四半期

(2)連結財政状態

　百万円 　百万円 ％   円 銭

 23年12月期第３四半期

（参考）自己資本　　　23年12月期第３四半期　8,326百万円　　　22年12月期　7,685百万円

２. 配当の状況

　 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

（注）当四半期における配当予想の修正の有無　　無

３. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日  ～  平成23年12月31日）　　

 (％表示は、対前期増減率)

　

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％   円 銭

（注）当四半期における業績予想の修正の有無　　無
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４．その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．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

　 （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

①　会計基準等の改正に伴う変更　　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

　 （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）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む）23年12月期３Ｑ 株 22年12月期　　 株

②  期末自己株式数　　　　　　　　　 　23年12月期３Ｑ 株 22年12月期　　 株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 株 22年12月期３Ｑ 株

  ※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財務諸表の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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー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

　　業績予想につきましては、資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成されたものであり、今後様

　々な要因によって予想数値と異なる場合があります。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に

　ついては、四半期決算短信【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。
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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の経済は、平成23年３月11日の東日本大震災の影響を受け、景気は一

気に厳しい状況となりました。しかしその後、震災で打撃を受けたサプライチェーンも急速に復旧し、中国を中心

とした新興国の需要もあり、景気は徐々に回復の兆しを見せ始めています。 

 このような環境の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間における連結業績は、インテリア産業資材事業

で大幅な減収となったものの、衣料事業・半導体事業・ファインケミカル事業が好調に推移し、前年並みの成績を

上げることができました。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は13,369百万円（前年同期比4.7％増）、経常利益は490百万円

（前年同期比43.7％増）、四半期純利益は412百万円（前年同期比0.5％減）となりました。  

  セグメント別業績は次のとおりであります。  

  

 [衣料事業]  

 毛糸部門は、引き続き原料・原糸のひっ迫感から引き合いが堅調で、織物用原糸・ニット用原糸ともに増収とな

りました。 

  ユニフォーム部門は、学生服素材、企業・官公庁用制服素材、それぞれ順調に推移し増収となりました。  

 テキスタイル部門は、大震災後百貨店向けが激減しましたが、専門店向けの商品が好調に推移し増収となりまし

た。  

  この結果、衣料事業としましては、売上高5,786百万円、営業利益309百万円となりました。  

  

 [インテリア産業資材事業]  

 カーペット、ファイバー部門は、大震災の影響で展示会が激減し大幅減収となりましたが、７月以降不織布・ポ

リプロ繊維等では前年対比増収となりました。  

 自動車部門は大震災の影響で大幅な減産となり、売り上げは大きく落ち込みましたが、サプライチェーンの復旧

に伴い７月以降の生産では順調な回復がみられます。  

 この結果、インテリア産業資材事業としましては、売上高4,504百万円、営業損失１百万円となりました。  

  

 [半導体事業]  

 半導体部門は、引き続き主力の電動工具向けが需要好調で、新規企画製品も好調に推移し大幅増収となりまし

た。  

  売上高1,234百万円、営業利益112百万円となりました。  

  

 [ファインケミカル事業]  

  ファインケミカル部門は、電子材料向けが伸び悩んでいますが、後発医薬品向け中間体およびヘルスケア商品が

順調に伸び、増収となりました。  

  売上高746百万円、営業利益99百万円となりました。  

  

 [不動産事業]  

  不動産部門は、ほぼ前年並みに推移しました。 

 売上高808百万円、営業利益450百万円となりました。  

  

 [その他事業]  

 その他事業は、自動車学校、新規事業開発部等ですが、それぞれほぼ事業計画通りに推移しました。 

  合計の売上高は288百万円、営業利益12百万円となりました。  

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況   

  当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比497百万円増加し、33,396百万円となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。  

  負債は、前連結会計年度末比142百万円減少し、25,029百万円となりました。その主な要因は、長期預り敷金

保証金の減少によるものであります。 

  純資産は、前連結会計年度末比640百万円増加し、8,367百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の

増加及び新株予約権行使による資本金及び資本剰余金の増加によるものであります。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 ②キャッシュ・フローの状況   

  当第３四半期連結会計期間末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677百万円減少し、2,044百万円（前年同四半期比8.3％減）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)  

  税金等調整前四半期純利益456百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては仕入債務の増加144百万円

及び非資金的支出費用である減価償却費377百万円、主な減少要因としては売上債権の増加922百万円及びたな卸

資産の増加528百万円等により、営業活動による資金は707百万円（前年同四半期は228百万円の収入）の支出と

なりました。 

  

  (投資活動によるキャッシュ・フロー)  

  定期預金の払戻による収入168百万円、定期預金の預入による支出133百万円及び有形固定資産の取得による支

出99百万円等により、投資活動による資金は110百万円（前年同四半期比67.2％減）の使用となりました。  

  

  (財務活動によるキャッシュ・フロー)  

  長期借入れによる収入3,064百万円及び社債の発行による収入1,175百万円、長期借入金の返済3,003百万円及

び社債の償還による支出785百万円等により、財務活動による資金は150百万円（前年同四半期は229百万円の使

用）の獲得となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年12月期の業績予想につきましては、平成23年８月２日に公表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。 

   

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

  一般債権の貸倒見積高の算定方法については、当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が、前連結会計年

度末に算定した値と著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積

高を算定しております。  

 ②棚卸資産の評価方法  

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末及び第２四半

期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出しております。また、たな卸資産の簿価

切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法に

よっております。  

 ③固定資産の減価償却の算定方法  

  定率法を採用している資産については、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。   

 ④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  

  法人税等の納付税額の算定に関して、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。  

  また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法により算定しております。    

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ①会計基準に関する事項の変更  

   「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。  

２．その他の情報
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  これによる損益への影響はありません。  

  

    資産除去債務に関する会計基準の適用  

   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。  

  これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ２百万円減少、税金等調整前四半期純利益は45百万円減少してお

  ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は28百万円、敷金の変動額は17百万円であ

 ります。  

  

  ②表示方法の変更  

  （四半期連結損益計算書関係）  

  「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、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」の科目で表示しております。

  

   前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「助成金収入」は、重要性が低下

したため、当第３四半期連結累計期間では営業外収益の「その他」に含めることとしました。なお、当第３四半

期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「助成金収入」は18百万円であります。  

  

（追加情報） 

 当第３四半期連結会計期間末においては賞与の支給額を確定させることが困難なため、賞与支給見込額の当第３

四半期連結累計期間の負担額を賞与引当金として計上しております。  

  なお、前連結会計年度においては、従業員への賞与支給額は確定しており、かつその全額を前連結会計年度末ま

でに支給しているため賞与引当金は計上しておりません。   
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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23年９月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,168 2,883

受取手形及び売掛金 3,313 2,400

商品及び製品 1,693 1,467

仕掛品 579 497

原材料及び貯蔵品 1,234 1,019

その他 266 229

貸倒引当金 △33 △38

流動資産合計 9,222 8,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,042 3,223

機械装置及び運搬具（純額） 678 750

土地 18,031 18,027

リース資産（純額） 4 －

建設仮勘定 76 76

その他（純額） 45 46

有形固定資産合計 21,880 22,122

無形固定資産   

その他 128 139

無形固定資産合計 128 139

投資その他の資産   

投資有価証券 1,293 1,338

その他 883 841

貸倒引当金 △9 △2

投資その他の資産合計 2,166 2,176

固定資産合計 24,174 24,438

資産合計 33,396 32,898
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,516 1,372

短期借入金 6,624 6,869

1年内償還予定の社債 1,520 720

未払法人税等 25 20

賞与引当金 124 －

事業撤退損失引当金 － 14

その他 965 1,177

流動負債合計 10,777 10,174

固定負債   

社債 1,455 1,840

長期借入金 4,006 3,885

繰延税金負債 5,774 5,774

退職給付引当金 867 1,108

負ののれん 10 17

長期預り敷金保証金 1,905 2,225

資産除去債務 28 －

その他 203 147

固定負債合計 14,252 14,997

負債合計 25,029 25,172

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,814 3,589

資本剰余金 3,445 3,220

利益剰余金 1,312 1,052

自己株式 △17 △17

株主資本合計 8,556 7,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 40 72

繰延ヘッジ損益 △33 △36

為替換算調整勘定 △236 △195

評価・換算差額等合計 △229 △159

新株予約権 0 1

少数株主持分 39 39

純資産合計 8,367 7,726

負債純資産合計 33,396 32,898
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 12,765 13,369

売上原価 10,114 10,662

売上総利益 2,651 2,706

販売費及び一般管理費 2,044 1,936

営業利益 606 770

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 12 19

負ののれん償却額 6 6

持分法による投資利益 4 27

助成金収入 16 －

その他 26 37

営業外収益合計 69 95

営業外費用   

支払利息 251 236

為替差損 20 20

その他 62 118

営業外費用合計 334 375

経常利益 341 490

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2 1

固定資産売却益 26 0

投資有価証券売却益 2 32

受取補償金 － 8

移転補償金 54 －

特別利益合計 86 42

特別損失   

固定資産廃棄損 0 5

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 － 28

ゴルフ会員権評価損 0 －

関係会社出資金売却損 4 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43

特別損失合計 5 77

税金等調整前四半期純利益 422 456

法人税、住民税及び事業税 11 42

法人税等調整額 △4 0

法人税等合計 6 42

少数株主損益調整前四半期純利益 － 413

少数株主利益 1 0

四半期純利益 414 412
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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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９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 422 456

減価償却費 399 377

負ののれん償却額 △6 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 △240

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 119 124

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） － △14

受取利息及び受取配当金 △15 △24

支払利息 251 236

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43

固定資産廃棄損 0 5

固定資産売却損益（△は益） △26 △0

関係会社出資金売却損益（△は益） 4 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 28

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △32

移転補償金 △54 －

ゴルフ会員権評価損 0 －

売上債権の増減額（△は増加） △715 △922

たな卸資産の増減額（△は増加） △34 △528

仕入債務の増減額（△は減少） 232 144

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） △9 △47

その他 △139 △32

小計 429 △429

利息及び配当金の受取額 15 23

利息の支払額 △289 △265

移転補償金の受取額 54 －

法人税等の支払額 △8 △37

法人税等の還付額 25 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 228 △707

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 △130 △133

定期預金の払戻による収入 － 168

投資有価証券の取得による支出 △145 △26

投資有価証券の売却による収入 5 45

関係会社出資金の売却による収入 60 －

有形固定資産の取得による支出 △118 △99

有形固定資産の売却による収入 29 0

無形固定資産の取得による支出 △2 △33

貸付けによる支出 － △39

その他 △36 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △337 △110
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30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） △859 △220

長期借入れによる収入 3,200 3,064

長期借入金の返済による支出 △2,900 △3,003

社債の発行による収入 1,079 1,175

社債の償還による支出 △570 △785

建設協力金の返還による支出 △272 △272

割賦未払金の増加による収入 183 －

割賦債務の返済による支出 △90 △102

株式の発行による収入 － 445

配当金の支払額 △0 △150

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △229 150

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375 △677

現金及び現金同等物の期首残高 2,606 2,722

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,230 2,044
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 該当事項はありません。 

   

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、最高経営意思決

定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。  

 当社は持株会社として製品・サービスについて国内及び中国の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開し

ております。 

  したがって、当社は製品・サービス別のセグメントから構成されており、「衣料事業」、「インテリア産

業資材事業」、「半導体事業」、「ファインケミカル事業」、「不動産事業」の５事業を報告セグメントと

しております。 「衣料事業」は、毛糸、毛織物及び二次製品等の製造及び販売を行っております。「イン

テリア産業資材事業」は、カーペット、不織布等繊維製品の製造及び販売を行っております。「半導体事

業」は、半導体の検査、加工及び販売を行っております。「ファインケミカル事業」は、化成品の製造及び

販売を行っております。「不動産事業」は、ショッピングセンター及びビル賃貸事業、ゴルフ練習場の運営

等を行っております。  

  

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  

 （注） 1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである自動車教習事業、新規事業等

が含まれております。  

2．セグメント利益の調整額△213百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△217百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管

理費等であります。 

3．セグメント利益又は損失は、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。 

  

     （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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９月30日）      （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他
（注）１

  
 
合計  

  
調整額 

四半期連
結損益計
算書計上
額 

（注）３
衣料事業 

インテリ
ア産業資
材事業 

 半導体 
事業 

ファイン
ケミカル
事業 

不動産
事業 

計   
（注）２ 

売上高                     

外部顧客への

売上高 
5,786 4,504 1,234 746 808 13,081 288 13,369 － 13,369 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 
4 6 13 － 13 37 198 236 △236 － 

計 5,790 4,511 1,247 746 822 13,118 486 13,605 △236 13,369 

セグメント

利益又は損

失（△） 

309 △1 112 99 450 970 12 983 △213 770 

（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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