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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 2,754 △3.8 175 △43.2 244 △33.8 162 △54.2
24年3月期第1四半期 2,863 19.5 309 120.7 370 ― 355 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △116百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 309百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 12.80 ―
24年3月期第1四半期 27.93 ―

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 16,945 13,988 82.6
24年3月期 17,138 14,359 83.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,993百万円 24年3月期  14,359百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

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、通期は対前期、四半期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) 5,700 △3.6 430 △13.3 410 △31.7 340 △12.3 26.71
通期 10,800 0.1 520 18.8 520 △16.4 440 40.3 34.57



(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 

(注) 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
本資料に掲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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。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２ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 13,933,757 株 24年3月期 13,933,757 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,206,356 株 24年3月期 1,206,345 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,727,401 株 24年3月期1Q 12,727,526 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復傾向にありますものの、欧州財政問題

の長期化による世界的な景気の低迷や円高等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

繊維業界におきましては、デフレの長期化の影響に加えて、円高による海外からの輸入圧力により、業

界を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。 

このような情勢のなかで当社グループは、染色加工事業で培った「感性技術」をベースに、テキスタイ

ル事業と一体となってグローバル展開を図り、安定的・持続的成長を実現することを基本方針とし、差別

化加工の開発・提案による売上高の確保、省エネ活動等によるコスト競争力の強化を図ってまいりました

が、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高２７億５千４百万円（前年同期比３．８％減）、営

業利益１億７千５百万円（前年同期比４３．２％減）、経常利益２億４千４百万円（前年同期比３３．

８％減）、四半期純利益１億６千２百万円（前年同期比５４．２％減）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

「染色加工事業」は、秋冬物の生産が前年同期ほど本格化せず、さらに燃料費高騰の影響を強く受けた

こと等により、売上高２０億８千万円（前年同期比９．８％減）、営業利益９千５百万円（前年同期比６

２．１％減）となりました。品種別売上高は、織物が１０億８千８百万円（前年同期比１４．６％減）、

ニットが９億９千１百万円（前年同期比３．９％減）であります。 

「テキスタイル事業」は、積極的な営業活動により売上高５億３千４百万円（前年同期比２８．５％

増）、営業損失８百万円（前年同期は営業損失２千６百万円）となりました。 

「不動産賃貸事業」は、売上高１億３千９百万円（前年同期比増減なし）、営業利益８千８百万円（前

年同期比５．８％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の総資産は、主に投資有価証券の減少等により、前連結会計年度と比べ１億

９千２百万円減少し、１６９億４千５百万円となりました。負債につきましては、流動負債の増加等によ

り１億７千８百万円増加し、２９億５千６百万円となりました。純資産につきましては、その他有価証券

評価差額金の減少等により３億７千１百万円減少し、１３９億８千８百万円、自己資本比率８２．６％と

なりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の見通しにつきましては、平成２４年５月９日に公表いたしました業

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）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(減価償却方法の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日

以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,911,150 1,564,701

受取手形及び売掛金 1,717,631 2,149,222

有価証券 1,901,953 1,691,506

完成品 156,037 201,090

仕掛品 227,737 341,859

原材料及び貯蔵品 313,740 339,338

繰延税金資産 258,171 205,801

その他 143,269 170,888

貸倒引当金 △2,639 △5,739

流動資産合計 6,627,050 6,658,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,677,308 1,649,827

機械装置及び運搬具（純額） 1,018,242 1,233,547

土地 1,149,777 1,149,777

リース資産（純額） 2,197 1,997

建設仮勘定 21,982 2,158

その他（純額） 50,818 72,639

有形固定資産合計 3,920,326 4,109,948

無形固定資産   

のれん 114,285 104,761

その他 17,292 24,452

無形固定資産合計 131,578 129,214

投資その他の資産   

投資有価証券 5,737,877 5,274,494

長期貸付金 550 550

繰延税金資産 157,008 157,296

その他 565,934 617,490

貸倒引当金 △2,290 △2,290

投資その他の資産合計 6,459,081 6,047,541

固定資産合計 10,510,986 10,286,704

資産合計 17,138,037 16,945,373
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 362,517 480,568

短期借入金 － 28,000

リース債務 798 798

未払法人税等 13,687 33,610

未払費用 293,861 430,214

役員賞与引当金 12,000 3,000

その他 595,366 617,265

流動負債合計 1,278,232 1,593,458

固定負債   

リース債務 1,398 1,198

退職給付引当金 514,557 519,891

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 289,410 152,362

資産除去債務 63,300 63,300

その他 12,506 7,826

固定負債合計 1,499,834 1,363,241

負債合計 2,778,066 2,956,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,348,828 1,348,828

利益剰余金 11,112,474 11,020,872

自己株式 △1,361,621 △1,361,629

株主資本合計 14,223,880 14,132,270

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135,933 △138,953

その他の包括利益累計額合計 135,933 △138,953

少数株主持分 157 △4,643

純資産合計 14,359,970 13,988,673

負債純資産合計 17,138,037 16,945,373
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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 2,863,310 2,754,716

売上原価 2,294,533 2,279,300

売上総利益 568,777 475,416

販売費及び一般管理費 259,330 299,508

営業利益 309,446 175,907

営業外収益   

受取利息 1,174 990

受取配当金 79,243 56,254

投資事業組合運用益 － 23,495

負ののれん償却額 34,527 －

その他 1,452 2,548

営業外収益合計 116,398 83,289

営業外費用   

支払利息 － 82

売上割引 14,270 12,336

投資事業組合運用損 40,392 －

その他 1,098 1,859

営業外費用合計 55,761 14,278

経常利益 370,083 244,918

特別損失   

固定資産処分損 878 2,909

特別損失合計 878 2,909

税金等調整前四半期純利益 369,205 242,008

法人税等 21,732 83,862

少数株主損益調整前四半期純利益 347,472 158,145

少数株主損失（△） △8,020 △4,800

四半期純利益 355,493 162,946
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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 347,472 158,145

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,565 △274,886

その他の包括利益合計 △37,565 △274,886

四半期包括利益 309,907 △116,740

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 317,928 △111,940

少数株主に係る四半期包括利益 △8,020 △4,800
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    該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

Ⅰ 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) 

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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

  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

（５）セグメント情報等

報告セグメント
調整額

四半期連結損
益計算書計上
額（注）

染色加工事
業

テキスタイ
ル事業

不動産賃貸
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 2,307,564 415,841 139,904 2,863,310 ― 2,863,310

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

50,255 ― 6,948 57,203 △57,203 ―

計 2,357,820 415,841 146,852 2,920,514 △57,203 2,863,310

セグメント利益又は損失（△） 252,368 △26,553 83,631 309,446 ― 309,446

Ⅱ 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)

報告セグメント
調整額

四半期連結損
益計算書計上
額（注）

染色加工事
業

テキスタイ
ル事業

不動産賃貸
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 2,080,312 534,498 139,904 2,754,716 ― 2,754,716

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

58,529 ― 6,612 65,141 △65,141 ―

計 2,138,842 534,498 146,516 2,819,858 △65,141 2,754,716

セグメント利益又は損失（△） 95,613 △8,184 88,478 175,907 ― 175,907

（６）重要な後発事象
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