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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年3月26日～平成24年9月25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2四半期 2,528 △0.2 105 80.9 103 81.5 56 78.0
24年3月期第2四半期 2,533 △2.3 58 △63.7 56 △63.6 31 △64.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 51百万円 （71.7％） 24年3月期第2四半期 29百万円 （―％）

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2四半期 2.88 ―

24年3月期第2四半期 1.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 4,203 2,479 59.0
24年3月期 4,228 2,467 58.4

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,479百万円 24年3月期  2,467百万円

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 ― 2.00 2.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年3月26日～平成25年3月25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  
 

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 5,200 5.0 200 101.0 200 98.9 120 153.1 6.13



(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）詳細は、添付資料Ｐ．３「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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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
Ｐ．２「１．当四半期決算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。 

※  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   ：  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2Q 19,598,000 株 24年3月期 19,598,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 32,584 株 24年3月期 31,928 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 19,565,506 株 24年3月期2Q 19,566,727 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災による経済へ影響以降、欧州政府債務リスクの

問題、中国を筆頭に海外景気の先行きに対する懸念が高まっている中、長らく続く円高・株安といった金融市場の不

安材料など、連続して発生する内外の悪影響を受け、引き続き先行き不透明な状況下にあります。 

 このような状況のもとで、当社グループ紡績部門におきましては、「はやいや～ん」と名づけた小ロット・多品

種・短納期生産販売システムの一層の進化と全国繊維産地巡回展示会開催等による新たな販路開拓に努めました。そ

の成果もあり、繁忙期である第１四半期連結累計期間においては比較的好調に推移いたしましたが、当第２四半期連

結累計期間に入り急激に状況が悪化、特に売上が低調に終始した結果、同部門の売上高は14億19百万円となり、前年

同期比１億36百万円（8.7％）の減収となりました。テキスタイル・製品部門におきましては、当社の得意とするテ

ンセル素材を中心に、国内・海外生産のオペレーション、東京市場の開拓等、各分野への取り組みを進めた結果、当

第２四半期連結累計期間においては紡績部門と同様の影響を受けたものの、同部門の売上高は11億９百万円となり、

前年同期比１億31百万円（13.4％）の増収となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は25億28百万円（前年同期比４百万円の減少）と前年同期比ほぼ

横ばいとなりました。利益面におきましては、一昨年の原材料の高騰による高コスト構造から脱却できたことから、

営業利益は１億５百万円（同46百万円の増加）、経常利益は１億３百万円（同46百万円の増加）となりました。法人

税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額計46百万円を計上しました結果、四半期純利益は56百万円となり、前年

同期比24百万円の増益となりました。 

 また、財務体質の改善につきましては、長短借入金に割引手形を含めた有利子負債の圧縮を図りました結果、有利

子負債は55百万円となり、前連結会計年度末比で１億14百万円の減少となりました。 

  

（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２四半期連結会計期間末の総資産につきましては、前連結会計年度末比24百万円減の42億３百万円となりまし

た。これは主として現金及び預金の増加とたな卸資産及び売上債権の減少等によるものです。負債につきましては、

前連結会計年度末比36百万円減の17億23百万円となりました。これは主として未払法人税等及び退職給付引当金の増

加と仕入債務及び短期借入金の減少等によるものです。純資産につきましては、前連結会計年度末比12百万円増の24

億79百万円となりました。これは主として利益剰余金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は59.0％とな

りました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末の連結ベースの現金及び現金同等物は、２億27百万円となり、前連結会計年度末比１

億59百万円増加しました。 

 連結キャッシュ・フローの状況は、次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は、３億46百万円（前年同期は12百万円の使用）となりました。これは主として、税金

等調整前四半期純利益（１億３百万円）、減価償却費（49百万円）、売上債権の減少額（47百万円）、たな卸資産の

減少額（97百万円）等による増加と、仕入債務の減少額（44百万円）等による減少によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、34百万円（前年同期は38百万円の使用）となりました。 

これは主として、有形固定資産の取得によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、１億53百万円（前年同期は16百万円の獲得）となりました。 

これは主として、短期借入金の返済（１億円）、長期借入金の返済（14百万円）及び配当金の支払（39百万円）等に

よるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年４月27日に公表しました、平成25年３月期の通期連結業績予想を変更しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

 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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

   （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 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及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）及び「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。 

   

２．サマリー情報（注記事項）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25日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月25日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 68,164 227,385

受取手形及び売掛金 1,111,096 1,063,672

商品及び製品 487,800 461,749

仕掛品 59,671 42,939

原材料及び貯蔵品 163,996 109,456

未収還付法人税等 25,539 －

繰延税金資産 24,862 34,445

その他 51,290 26,774

貸倒引当金 △1,232 △1,171

流動資産合計 1,991,190 1,965,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,789,494 1,809,866

減価償却累計額 △1,525,211 △1,542,277

建物及び構築物（純額） 264,283 267,589

機械装置及び運搬具 1,984,700 1,989,828

減価償却累計額 △1,856,955 △1,884,114

機械装置及び運搬具（純額） 127,745 105,713

土地 1,702,657 1,702,657

その他 151,640 157,651

減価償却累計額 △133,702 △138,510

その他（純額） 17,938 19,140

有形固定資産合計 2,112,623 2,095,100

無形固定資産 5,401 13,768

投資その他の資産   

投資有価証券 4,982 5,494

繰延税金資産 91,165 98,879

その他 26,084 28,313

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 119,032 129,488

固定資産合計 2,237,058 2,238,357

資産合計 4,228,249 4,203,610
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月25日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月25日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 569,647 533,226

短期借入金 165,664 55,506

未払法人税等 － 62,689

賞与引当金 37,970 37,388

その他 126,394 158,616

流動負債合計 899,676 847,426

固定負債   

長期借入金 4,174 －

退職給付引当金 245,666 265,330

長期未払金 9,000 9,000

再評価に係る繰延税金負債 602,203 602,203

固定負債合計 861,044 876,533

負債合計 1,760,720 1,723,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 731,404 731,404

利益剰余金 634,373 651,608

自己株式 △3,078 △3,126

株主資本合計 1,362,699 1,379,886

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △175 △158

繰延ヘッジ損益 5,106 25

土地再評価差額金 1,099,897 1,099,897

その他の包括利益累計額合計 1,104,829 1,099,764

純資産合計 2,467,528 2,479,650

負債純資産合計 4,228,249 4,203,610
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月26日 
 至 平成23年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月26日 
 至 平成24年９月25日) 

売上高 2,533,536 2,528,769

売上原価 2,123,446 2,072,297

売上総利益 410,089 456,471

販売費及び一般管理費 352,032 351,429

営業利益 58,057 105,042

営業外収益   

受取利息 506 522

受取配当金 84 187

為替差益 1,169 －

受取手数料 409 718

還付加算金 77 689

その他 935 359

営業外収益合計 3,183 2,477

営業外費用   

支払利息 1,970 620

手形売却損 1,439 1,887

為替差損 － 811

その他 914 899

営業外費用合計 4,323 4,218

経常利益 56,917 103,301

特別利益   

固定資産売却益 314 －

特別利益合計 314 －

特別損失   

固定資産除売却損 19 2

投資有価証券評価損 1,732 －

特別損失合計 1,751 2

税金等調整前四半期純利益 55,480 103,299

法人税、住民税及び事業税 21,467 60,766

法人税等調整額 2,345 △13,833

法人税等合計 23,812 46,932

少数株主損益調整前四半期純利益 31,668 56,366

四半期純利益 31,668 56,366
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月26日 
 至 平成23年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月26日 
 至 平成24年９月25日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 31,668 56,366

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 853 16

繰延ヘッジ損益 △2,648 △5,081

その他の包括利益合計 △1,794 △5,064

四半期包括利益 29,874 51,302

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 29,874 51,302

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月26日 
 至 平成23年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月26日 
 至 平成24年９月25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 55,480 103,299

減価償却費 58,066 49,760

貸倒引当金の増減額（△は減少） △735 △61

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,700 19,663

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,327 △582

受取利息及び受取配当金 △590 △709

支払利息 1,970 620

為替差損益（△は益） △852 △141

有形固定資産除売却損益（△は益） △295 2

投資有価証券評価損益（△は益） 1,732 －

売上債権の増減額（△は増加） 57,423 47,424

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,554 97,323

未収入金の増減額（△は増加） 8,337 8,581

その他の資産の増減額（△は増加） △19,991 8,650

仕入債務の増減額（△は減少） 65,392 △44,213

未払金の増減額（△は減少） △5,445 17,753

未払費用の増減額（△は減少） △2,150 3,470

その他の流動負債の増減額（△は減少） △3,124 9,081

小計 87,688 319,920

利息及び配当金の受取額 590 709

利息の支払額 △2,010 △492

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △98,363 26,617

営業活動によるキャッシュ・フロー △12,093 346,755

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △40,522 △24,522

有形固定資産の売却による収入 650 －

無形固定資産の取得による支出 － △5,528

投資有価証券の取得による支出 △383 △485

その他 1,309 △3,626

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,946 △34,163

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） 70,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △14,332 △14,332

自己株式の取得による支出 △76 △47

配当金の支払額 △39,138 △39,132

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,453 △153,512

現金及び現金同等物に係る換算差額 852 141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,734 159,221

現金及び現金同等物の期首残高 90,707 68,164

現金及び現金同等物の四半期末残高 56,973 227,385
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自平成23年３月26日 至平成23年９月25日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成24年３月26日 至平成24年９月25日） 

当社グループは、繊維事業の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。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）重要な後発事象

新内外綿㈱ (3125) 平成25年３月期 第２四半期決算短信

- 9 -


