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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 27,788 5.1 791 △0.7 1,013 14.1 620 19.8
24年3月期第1四半期 26,446 3.3 797 47.4 887 43.1 518 46.2

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 329百万円 （△20.1％） 24年3月期第1四半期 412百万円 （622.3％）

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

25年3月期第1四半期 73.89 ―
24年3月期第1四半期 61.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 51,678 24,190 46.8
24年3月期 51,470 24,238 47.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  24,185百万円 24年3月期  24,233百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 45.00 45.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  無  
年次で業績管理を行っておりますので、第２四半期（累計）の業績予想の記載を省略しております。 

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 115,000 3.5 3,800 1.7 3,700 5.2 2,270 22.3 270.26



(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  
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」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報告書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、金融商品取引法に
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成24年５月14日に公表いたしました連結業績予想について本資料において修正しておりません。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。 
２．四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表規則」に従い作成しております。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 10,568,000 株 24年3月期 10,568,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 2,168,965 株 24年3月期 2,168,721 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 8,399,174 株 24年3月期1Q 8,399,455 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わが国経済は、震災復興需要を背景とした回復基調の兆しが見られたものの、

欧州債務問題の再燃や金融市場の混乱、電力供給制限や消費税増税への懸念などから、未だ予断を許さない状況であ

ります。  

 繊維業界におきましても、個人消費が緩やかに回復傾向にある一方、節約志向が長期化しており厳しい状況が続い

ております。 

 このような状況の下、当社グループは、中期経営計画「NEW YAGI 120」の２年目にあたり、重点施策である「海外

市場の開拓」「川下志向」「機能強化」「人材育成と社内インフラの整備」を進めております。原料、テキスタイ

ル、繊維二次製品の各部門におきまして、高付加価値商品の開発や優良取引先との取り組み強化に注力するととも

に、引き続きチャイナプラスワンの開発を進めており、その一環として設立・出資した生産拠点を含め供給体制の強

化を図っております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は27,788百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益は791百万円（前

年同期比0.7％減）、経常利益は1,013百万円（前年同期比14.1％増）、四半期純利益は620百万円（前年同期比

19.8％増）となりました。 

 なお、事業セグメント別の売上高の状況は、以下のとおりであります。  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①流動資産 

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ615百万円増加し、41,596

百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が増加したことが主な要因であります。 

②固定資産 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ407百万円減少し、10,081

百万円となりました。これは、時価の下落に伴い投資有価証券の時価評価差額が減少したことが主な要因であり

ます。 

③流動負債 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ355百万円増加し、24,814

百万円となりました。これは、短期借入金が増加したことが主な要因であります。 

④固定負債 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ99百万円減少し、2,673百

万円となりました。これは、投資有価証券の時価評価差額の減少に伴い、繰延税金負債が減少したことが主な要

因であります。 

⑤純資産 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ48百万円減少し、24,190百万

円となりました。これは、投資有価証券の時価評価差額の減少に伴い、その他有価証券評価差額金が減少したこ

とが主な要因であります。 
      

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想に関しましては、前回予想（平成24年5月14日に発表いたしました連結業績予想）から変更

ありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  セグメントの名称 
 前第１四半期連結累計期間 
   平成24年３月期 
          百万円

 当第１四半期連結累計期間 
   平成25年３月期 
          百万円 

    増減率    
           
         ％

繊維セグメント              

 原料部門        5,186            4,883             △5.8 

 テキスタイル部門         3,809            3,746             △1.6 

 繊維二次製品部門        16,728        18,449              10.3  

 その他                650                634              △2.4 

 繊維セグメント合計        26,374             27,714               5.1 

不動産セグメント                 71          73               3.3 

     合計             26,446             27,788               5.1 
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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 

税金費用については、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しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

    

（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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,223,866 3,237,788

受取手形及び売掛金 30,132,771 31,005,745

有価証券 73,349 73,359

たな卸資産 6,368,566 6,030,037

繰延税金資産 630,587 681,208

その他 683,250 701,554

貸倒引当金 △131,079 △133,194

流動資産合計 40,981,313 41,596,499

固定資産   

有形固定資産 4,171,578 4,126,961

無形固定資産 25,414 18,373

投資その他の資産   

投資有価証券 4,493,768 4,179,849

その他 2,098,431 2,057,363

貸倒引当金 △300,222 △300,917

投資その他の資産合計 6,291,977 5,936,295

固定資産合計 10,488,970 10,081,630

資産合計 51,470,283 51,678,130

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,078,171 13,913,764

短期借入金 4,647,042 6,117,151

未払法人税等 797,829 403,828

引当金 817,027 525,060

その他 4,118,449 3,854,527

流動負債合計 24,458,520 24,814,333

固定負債   

繰延税金負債 341,310 223,191

退職給付引当金 688,907 706,182

その他の引当金 210,820 213,559

その他 1,531,931 1,530,748

固定負債合計 2,772,970 2,673,681

負債合計 27,231,491 27,488,014
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,088,000 1,088,000

資本剰余金 805,188 805,188

利益剰余金 23,284,249 23,526,910

自己株式 △1,628,705 △1,629,015

株主資本合計 23,548,732 23,791,083

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 655,343 442,511

繰延ヘッジ損益 101,876 14,382

為替換算調整勘定 △72,169 △62,865

その他の包括利益累計額合計 685,050 394,029

少数株主持分 5,009 5,002

純資産合計 24,238,792 24,190,115

負債純資産合計 51,470,283 51,678,130
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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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 26,446,153 27,788,742

売上原価 23,095,275 24,317,416

売上総利益 3,350,877 3,471,326

販売費及び一般管理費 2,553,777 2,679,483

営業利益 797,100 791,842

営業外収益   

受取利息 4,466 4,310

受取配当金 70,391 64,418

為替差益 14,040 178,994

その他 42,040 11,427

営業外収益合計 130,939 259,150

営業外費用   

支払利息 11,025 9,906

売上割引 24,955 23,173

その他 4,127 4,546

営業外費用合計 40,108 37,626

経常利益 887,931 1,013,366

税金等調整前四半期純利益 887,931 1,013,366

法人税等 369,733 392,713

少数株主損益調整前四半期純利益 518,197 620,653

少数株主利益 89 25

四半期純利益 518,107 620,628
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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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 518,197 620,653

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,422 △212,837

繰延ヘッジ損益 △78,390 △87,494

為替換算調整勘定 3,153 9,304

その他の包括利益合計 △105,659 △291,027

四半期包括利益 412,538 329,625

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 412,452 329,607

少数株主に係る四半期包括利益 86 18
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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）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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