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

24年3月期第3四半期 16,372 13.5 1,130 132.2 1,297 120.4 1,165 153.5
23年3月期第3四半期 14,423 10.2 486 140.4 588 138.3 459 25.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 987百万円 （340.4％） 23年3月期第3四半期 224百万円 （―％）

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3四半期 18.05 ―
23年3月期第3四半期 7.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 19,692 8,510 43.0
23年3月期 19,010 7,523 39.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,472百万円 23年3月期  7,484百万円

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 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
連結業績予想の修正については、本日（平成24年２月９日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

通期 21,400 10.9 1,300 119.9 1,450 109.2 1,250 118.0 19.37



(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  ：  無  

(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すが、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います。 

※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３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

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3Q 68,362,587 株 23年3月期 68,362,587 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,823,829 株 23年3月期 3,822,779 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 64,539,140 株 23年3月期3Q 64,542,895 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、東日本大震災の影響による景気低迷から緩

やかな持ち直しの動きは見られたものの、欧州の債務問題の拡大による世界経済の減速懸念、タ

イの洪水被害による一部産業の停滞、長引く円高による輸出産業への影響など、依然として景気

の先行きは不透明な状況が続きました。 

 このような経営環境の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業況は、ユニフォーム

用途等を中心に染色加工事業及び繊維販売事業が増収となり、その他の事業においても、電子機

器事業や織布事業で増収となりました。また、主に工場生産性の追求と原価低減活動により売上

総利益を確保するとともに、販管費等の固定費圧縮を継続することで増益となりました。 

 当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は16,372百万円と前年同期比1,948百万円

(13.5%）の増収となり、営業利益は1,130百万円と前年同期比643百万円(132.2%)の増益、経常利

益は1,297百万円と前年同期比708百万円（120.4%）の増益、四半期純利益は1,165百万円と前年同

期比705百万円（153.5%）の増益となりました。 

  

 セグメントの業績は次のとおりです。 

  

（染色加工事業） 

 当事業では、ユニフォーム用途やスポーツ用途が期間を通じて堅調に推移し、自動車関連資材

用途も第２四半期以降から回復基調となりました。また、工場間連携や機動的な要員配置を積極

的に進め、生産性の向上を図ることで染料薬品費やエネルギー費等を低減しました。 

これらの結果、当事業の売上高は9,381百万円と前年同期比750百万円（8.7%）の増収となり、

営業利益は582百万円と前年同期比381百万円（189.9%）の増益となりました。 

  

（繊維販売事業） 

 当事業では、テキスタイル事業はユニフォ－ム用途やスポーツ用途の拡販により、医療資材事

業は貼付剤用支持体の伸張により、アパレル事業ではテキスタイル事業との連携による販路開拓

により、いずれも増収となり、原価低減と販管費圧縮による益率改善に努めた結果、増益となり

ました。 

 これらの結果、当事業の売上高は4,087百万円と前年同期比595百万円（17.0%）の増収となり、

営業利益は374百万円と前年同期比167百万円（80.5%）の増益となりました。 

  

（その他の事業） 

 その他の事業のうち、電子機器事業では自動制御装置関連やＦＡ自動制御装置関連が堅調に推

移し、織布事業では高密度薄地織物やユニフォーム用途の糸加工が引き続いて好調であったこと

から、それぞれ増収となり、建設不動産事業は、公共工事案件が減少する環境下で民需獲得に注

力した結果、増収となりました。 

 その他の事業全体では、売上高は2,902百万円と前年同期比602百万円（26.2%）の増収となり、

営業利益は167百万円と前年同期比102百万円（156.8%）の増益となりました。   

   

（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、前連結会計年度末に比べ681百万円増加して19,692百

万円となりました。受取手形及び売掛金の増加などにより流動資産は997百万円増加して7,605百

万円となり、固定資産は315百万円減少して12,086百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ305百万円減少して11,181百万円となりました。借入金の減少

などにより流動負債は282百万円減少して6,754百万円となり、固定負債は22百万円減少して4,427

百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ987百万円増加して8,510百万円となりました。その他の包

括利益累計額が177百万円減少したものの、株主資本が1,165百万円増加したことによるもので

す。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の39.4％から43.0％となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  近の業績動向を踏まえ、平成23年８月11日発表の業績予想を修正しています。なお、詳細に

つきましては、本日（平成24年２月９日）公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

   
   

（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はありません。 

   

 なお、株式会社サカイ電子（連結子会社）は、全株式を平成23年４月１日付で譲渡したことに

より、連結の範囲から除外しています。 

 株式会社サバエテックス（連結子会社）は、マルイテキスタイル株式会社（連結子会社）と平

成23年４月１日付で合併したことにより、連結の範囲から除外しています。 

 酒伊貿易（上海）有限公司は、平成23年11月16日付で新たに設立したため、連結の範囲に含め

ています。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 880,345 1,117,731

受取手形及び売掛金 3,461,109 4,134,463

有価証券 999 999

商品及び製品 648,703 545,687

仕掛品 530,234 490,872

原材料及び貯蔵品 257,692 315,486

その他 859,910 1,032,198

貸倒引当金 △30,273 △31,624

流動資産合計 6,608,722 7,605,815

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,297,809 3,217,012

機械装置及び運搬具（純額） 1,999,423 1,712,333

土地 2,665,076 2,665,076

リース資産（純額） 69,918 128,939

建設仮勘定 11,130 52,165

その他（純額） 74,998 63,770

有形固定資産合計 8,118,356 7,839,297

無形固定資産   

その他 64,333 62,110

無形固定資産合計 64,333 62,110

投資その他の資産   

出資金 2,026,765 2,130,357

その他 2,193,484 2,055,989

貸倒引当金 △1,101 △1,062

投資その他の資産合計 4,219,148 4,185,284

固定資産合計 12,401,839 12,086,692

資産合計 19,010,562 19,692,508
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,977,984 3,441,542

短期借入金 2,897,484 2,127,063

未払法人税等 133,522 57,403

賞与引当金 358,306 222,486

その他 669,964 905,859

流動負債合計 7,037,261 6,754,354

固定負債   

長期借入金 3,300,565 3,269,448

退職給付引当金 563,148 597,776

その他の引当金 6,580 6,580

資産除去債務 100,923 101,832

負ののれん 379 94

その他 478,401 451,731

固定負債合計 4,449,997 4,427,463

負債合計 11,487,258 11,181,817

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,655,044 4,655,044

資本剰余金 2,037,362 2,037,362

利益剰余金 1,747,602 2,912,828

自己株式 △796,069 △796,205

株主資本合計 7,643,940 8,809,030

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 61,918 △53,257

繰延ヘッジ損益 △515 △714

為替換算調整勘定 △220,866 △282,944

その他の包括利益累計額合計 △159,463 △336,917

少数株主持分 38,827 38,576

純資産合計 7,523,303 8,510,690

負債純資産合計 19,010,562 19,692,508
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 14,423,696 16,372,401

売上原価 12,368,005 13,634,640

売上総利益 2,055,690 2,737,760

販売費及び一般管理費 1,568,835 1,607,181

営業利益 486,854 1,130,578

営業外収益   

受取利息 1,790 2,979

受取配当金 22,847 28,496

負ののれん償却額 1,384 284

持分法による投資利益 114,701 165,919

その他 64,916 60,839

営業外収益合計 205,640 258,518

営業外費用   

支払利息 84,092 77,742

その他 19,510 13,565

営業外費用合計 103,603 91,308

経常利益 588,892 1,297,788

特別利益   

固定資産売却益 3,974 2,663

助成金収入 39,794 8,605

補助金収入 － 163,333

貸倒引当金戻入額 1,590 －

その他 25 1,539

特別利益合計 45,384 176,141

特別損失   

固定資産除却損 12,782 11,730

固定資産圧縮損 － 162,421

事業整理損 3,004 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 68,245 －

その他 24,867 6,184

特別損失合計 108,900 180,336

税金等調整前四半期純利益 525,376 1,293,594

法人税、住民税及び事業税 89,643 115,855

法人税等調整額 △27,233 12,736

法人税等合計 62,409 128,592

少数株主損益調整前四半期純利益 462,966 1,165,001

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,361 △224

四半期純利益 459,605 1,165,226
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 462,966 1,165,001

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,497 △115,201

繰延ヘッジ損益 △7,561 △199

持分法適用会社に対する持分相当額 △180,655 △62,078

その他の包括利益合計 △238,715 △177,479

四半期包括利益 224,251 987,522

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 220,799 987,772

少数株主に係る四半期包括利益 3,452 △250
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 該当事項はありません。   

   

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

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 

                                        （単位：千円） 

（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り、織布事業、電子機器事

     業等を含んでいます。  

     ２．セグメント利益の調整額13,239千円は、セグメント間取引消去です。 

   ３．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又はのれん等に関する情報   

 該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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 

                                        （単位：千円） 

（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り、織布事業、電子機器事

     業等を含んでいます。  

   ２．セグメント利益の調整額6,332千円は、セグメント間取引消去4,316千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用2,016千円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等

の調整額です。 

   ３．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又はのれん等に関する情報   

 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

  報告セグメント  
その他 合計  調整額  

四半期連結

損益計算書

  
染色加工 

事業  

繊維販売 

事業  
計  

(注)１ 
  

(注)２  計上額 

(注)３ 

売上高                

外部顧客への売

上高  
 8,631,116 3,492,587 12,123,703 2,299,992  14,423,696  － 14,423,696

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 6,436 13,950 20,387 341,891  362,279  △362,279 －

計   8,637,552 3,506,538 12,144,091 2,641,883  14,785,975  △362,279 14,423,696

セグメント利益  200,852 207,646 408,499 65,115  473,614  13,239 486,854

  報告セグメント  
その他 合計  調整額  

四半期連結

損益計算書

  
染色加工 

事業  

繊維販売 

事業  
計  

(注)１ 
  

(注)２  計上額 

(注)３ 

売上高                

外部顧客への売

上高  
 9,381,996 4,087,924 13,469,920 2,902,480  16,372,401  － 16,372,401

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 6,706 13,026 19,732 561,797  581,529  △581,529 －

計   9,388,702 4,100,950 13,489,652 3,464,278  16,953,930  △581,529 16,372,401

セグメント利益  582,171 374,889 957,061 167,184  1,124,245  6,332 1,130,578
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 該当事項はありません。   

   

（５）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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