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

25年3月期第3四半期 29,259 2.3 2,552 △2.4 2,734 △4.5 1,695 △11.9
24年3月期第3四半期 28,604 △1.0 2,613 △4.7 2,862 0.3 1,924 △2.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 2,521百万円 （225.3％） 24年3月期第3四半期 775百万円 （5.4％）

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3四半期 37.47 ―
24年3月期第3四半期 42.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 49,042 24,525 49.2
24年3月期 48,048 22,577 46.2
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  24,137百万円 24年3月期  22,194百万円

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 ― ― ― 12.50 12.50
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 12.50 12.50

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  ：  有   

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 36,600 △5.0 1,900 △35.0 2,000 △36.1 800 △55.8 17.67



(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．４ 「２． サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2） 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
四半期財務諸表の四半期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 
 上記の業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能性があ
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．４ 「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   ：  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3Q 60,000,000 株 24年3月期 60,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 14,736,748 株 24年3月期 14,736,748 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 45,263,252 株 24年3月期3Q 45,263,252 株
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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 

    当第３四半期連結累計期間（平成 24 年４月１日から平成 24 年 12 月 31 日まで）におけるわが国

経済は、東日本大震災からの復興需要が引き続き下支えするものの、長引くデフレ、欧州経済の低

迷等、景気の不透明感は拭えず、国内景気は依然として停滞が続く弱含みの状況で推移いたしまし

た。 

   当社グループを取り巻く繊維・アパレル業界におきましては、春物を中心に一時回復基調となり

ましたが、その後の天候不順もあり、衣料品消費は鈍化の傾向をたどる厳しい環境となっておりま

す。 

   このような状況のもと、当社グループは、各事業、各分野において多様化するライフスタイルや

消費者ニーズを的確に捉え、ブランドを軸とした価値ある商品の企画・生産・販売に取り組んでま

いりました。 

   さらに効率経営の徹底を図るため、スピードを意識したフラット型の組織形態へ変革を行う等、

来期以降の収益体質のさらなる確立に向けた構造改革にも鋭意取り組んでおります。 

   以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は前年同期比２.３％増の  

２９,２５９百万円、営業利益は前年同期比２.４％減の２,５５２百万円、経常利益は前年同期比

４.５％減の２,７３４百万円、四半期純利益は前年同期比１１.９％減の１,６９５百万円となりま

した。 

 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

① ファッション関連事業 

 アジア市場におきましては、ブランドイメージを意識した販売戦略が功を奏し、「ダックス」を
中心に、中国での店舗の増設も寄与、売上、利益とも順調に推移しております。 

   一方、国内市場におきましては、長引く残暑による秋冬物の立ち上がりの販売不振、その後の厳

しい冷え込みにより重衣料の一部に活発な動きが見られるなど、季節要因により一進一退の状況で

推移いたしました。  

また来期以降に向け、強固な収益体質を確立するため、構造改革にも積極的に取り組んでおりま

す。 

   以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期比２.６％増の１３,６７４百万円、セグメント利益

（営業利益）は前年同期比２.２％減の１,７８６百万円となりました。 

 

② 繊維関連事業 

   アパレル企業向けのＯＥＭ事業におきましては、多様化する消費者ニーズ、変化する市場環境に

対応するため、企画提案力・営業力の向上により、既存取引先との取組み強化を図るとともに、新

規取引先の開拓にも鋭意注力してまいりました。 

   急激な円安による為替の影響も受けましたが、魅力ある商品の提案とタイムリーな生産・納品体

制の確立に努めた結果、売上・利益ともに前年同期を上回る結果となりました。 

以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期比４.４％増の８,８３８百万円、セグメント利益 

（営業利益）は前年同期比１９.７％増の３０４百万円となりました。 
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③ 生活関連事業 

   タオル、枕、寝装品などのリビング商品の販売におきましては、産地物タオルなど一部に好調な

商品もありましたが、ブランド商品のギフト市場の悪化や、涼感寝具などの季節商品の売上の減少、

また経費面では一部販売強化に伴い経費が増加するなど、総じて厳しい環境で推移いたしました。 

   以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期並みの６,０６５百万円、セグメント利益（営業利

益）は前年同期比１７.１％減の２２８百万円となりました。 

 

④ 不動産賃貸事業 

   大阪の賃貸ビルをメインとして、東京、横浜、神戸等の不動産に係る賃貸事業は、市場の需給悪

化の影響もあり稼働率が低下するなど、減収減益となりました。 

   以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期比６.５％減の１,５８２百万円、セグメント利益 

（営業利益）は前年同期比１０.７％減の５６７百万円となりました。 

 

⑤ その他 

   物流倉庫事業、ビルメンテナンス事業、内装工事業等の売上高は前年同期比１.２％増の    

１,０９８百万円、セグメント利益（営業利益）は前年同期比５１.９％減の９百万円となりました。 

 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

    当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて３８０百万円（２.１％）

増加し、１８,５８４百万円となりました。これは商品及び製品が３５８百万円増加、現金及び預

金が２３０百万円増加した一方で、受取手形及び売掛金が１９８百万円減少したことなどによるも

のであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて６１３百万円（２.１％）増加し、３０,４５７百万円と

なりました。これは投資有価証券が４５３百万円増加、商標権が２３７百万円増加したことなどに

よるものであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて９９３百万円（２.１％）増加し、４９,０４２百

万円となりました。 
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（負債） 

    当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて４８６百万円（２.５％）

減少し、１８,８３２百万円となりました。これは短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含

む。）が４０９百万円減少、未払費用が３５５百万円減少、未払法人税等が３１４百万円減少した

一方で、支払手形及び買掛金が５０７百万円増加したことなどによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて４６８百万円（７.６％）減少し、５,６８４百万円とな

りました。これは長期未払金が４７３百万円減少、長期借入金が３４０百万円減少した一方で、繰

延税金負債が２９３百万円増加したことなどによるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて９５４百万円（３.７％）減少し、２４,５１６

百万円となりました。 

 

（純資産） 

    当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて１,９４８百万円    

（８.６％）増加し、２４,５２５百万円となりました。これは剰余金の配当が５６５百万円あった

ものの四半期純利益（累計）の計上が１,６９５百万円あったことにより利益剰余金が１,１３０百

万円増加、その他有価証券評価差額金が３７１百万円増加、純資産から控除している為替換算調整

勘定が４２９百万円減少したことなどによるものであります。 

 

 
 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年３月期の業績予想につきましては、平成 24 年５月 15 日の決算発表時に公表しました

業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日別途公表しました「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

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 

該当事項はありません。 
 
 
 (2) 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。 

   この変更による損益に与える影響は軽微であります。 
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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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,401 5,631

受取手形及び売掛金 7,826 7,627

商品及び製品 4,375 4,734

仕掛品 16 24

原材料及び貯蔵品 149 182

その他 442 408

貸倒引当金 △7 △23

流動資産合計 18,204 18,584

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,703 9,446

土地 3,876 3,876

その他（純額） 531 674

有形固定資産合計 14,111 13,997

無形固定資産   

商標権 3,808 4,046

その他 168 165

無形固定資産合計 3,977 4,211

投資その他の資産   

投資有価証券 10,913 11,367

その他 1,577 1,617

貸倒引当金 △735 △735

投資その他の資産合計 11,755 12,248

固定資産合計 29,844 30,457

資産合計 48,048 49,042
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,520 6,028

短期借入金 10,594 10,212

1年内返済予定の長期借入金 484 455

未払費用 1,337 981

未払法人税等 616 301

返品調整引当金 250 227

その他 516 626

流動負債合計 19,318 18,832

固定負債   

長期借入金 1,065 724

長期未払金 624 150

繰延税金負債 2,897 3,191

退職給付引当金 600 631

長期預り金 773 711

その他 191 275

固定負債合計 6,153 5,684

負債合計 25,471 24,516

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 6,165 6,165

利益剰余金 18,377 19,507

自己株式 △5,235 △5,235

株主資本合計 22,308 23,438

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,384 3,755

繰延ヘッジ損益 △0 11

為替換算調整勘定 △3,497 △3,068

その他の包括利益累計額合計 △113 699

少数株主持分 382 387

純資産合計 22,577 24,525

負債純資産合計 48,048 49,042
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 28,604 29,259

売上原価 16,505 17,209

売上総利益 12,099 12,049

販売費及び一般管理費 9,485 9,497

営業利益 2,613 2,552

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 303 286

貸倒引当金戻入額 37 1

その他 66 54

営業外収益合計 410 345

営業外費用   

支払利息 89 81

投資事業組合運用損 12 33

為替差損 18 －

その他 41 48

営業外費用合計 162 163

経常利益 2,862 2,734

特別利益   

固定資産売却益 17 －

特別利益合計 17 －

特別損失   

投資有価証券評価損 76 86

退職給付制度改定損 36 －

出資金評価損 14 －

特別損失合計 128 86

税金等調整前四半期純利益 2,751 2,648

法人税、住民税及び事業税 812 743

法人税等調整額 △6 196

法人税等合計 806 940

少数株主損益調整前四半期純利益 1,945 1,708

少数株主利益 20 12

四半期純利益 1,924 1,695
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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：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,945 1,708

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △954 371

繰延ヘッジ損益 △11 12

為替換算調整勘定 △204 429

その他の包括利益合計 △1,170 813

四半期包括利益 775 2,521

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 754 2,509

少数株主に係る四半期包括利益 20 12
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  (3) 継続企業の前提に関する注記 

 
該当事項はありません。 

 

 

(4) セグメント情報等 

【セグメント情報】 
 
前第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：百万円） 

 報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計 上 額
(注)３  

ファッション
関連事業 

繊    維 
関連事業 

生    活
関連事業

不 動 産
賃貸事業

計 

売上高       
 

  

外部顧客への 
売上高 13,113 7,779 6,030 1,275 28,199 405 28,604 － 28,604

セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

213 684 34 415 1,347 679 2,027 △2,027 －

計 13,326 8,463 6,065 1,691 29,547 1,085 30,632 △2,027 28,604

セグメント利益 1,827 254 275 635 2,992 18 3,011 △397 2,613

（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、物流倉庫事業、ビルメンテナンス事業

及び内装工事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△397 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△420 百万円及びセグメ

ント間取引消去等 22 百万円が含まれております。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であ

ります。 

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おります。 
 
 

② 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  報
     

該当事項はありません。 
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当第３四半期連結累計期間（自 平成 24 年４月１日 至 平成 24 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：百万円） 

 報告セグメント 
その他 
(注)１ 

合計 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計 上 額
(注)３  

ファッション
関連事業 

繊    維 
関連事業 

生    活
関連事業

不 動 産
賃貸事業

計 

売上高       
 

  

外部顧客への 
売上高 13,469 8,184 6,048 1,170 28,873 386 29,259 － 29,259

セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

205 653 17 411 1,287 712 1,999 △1,999 －

計 13,674 8,838 6,065 1,582 30,160 1,098 31,258 △1,999 29,259

セグメント利益 1,786 304 228 567 2,887  9 2,896 △344 2,552

（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、物流倉庫事業、ビルメンテナンス事業 

及び内装工事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△344 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△374 百万円及びセグメ

ント間取引消去等 30 百万円が含まれております。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であ

ります。 

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おります。 

 

 

  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。 

 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 

該当事項はありません。 
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