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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 10,938 △2.8 614 2.8 777 45.1 472 75.1
24年3月期第3四半期 11,253 15.1 597 21.1 536 90.6 269 76.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 483百万円 （98.5％） 24年3月期第3四半期 243百万円 （110.7％）

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 84.51 ―
24年3月期第3四半期 48.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第3四半期 15,622 10,321 65.2 1,820.32
24年3月期 15,069 9,923 64.9 1,749.98
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  10,180百万円 24年3月期  9,787百万円

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 ― 15.00 15.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 15.00 15.00

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  ：  有  
当社は、本日同時に平成25年３月期の通期業績予想の修正を公表いたしました。 
業績予想の前提となる条件等につきましては「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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 14,000 △3.8 613 11.2 774 29.6 445 43.1 79.57



(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  ：  有  
（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 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

（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 
本資料に記載の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、これらの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 

※  注記事項

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 5,615,622 株 24年3月期 5,615,622 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 23,018 株 24年3月期 22,895 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 5,592,638 株 24年3月期3Q 5,592,727 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我が国経済は、当四半期末には新政権への政策期待などにより円高株安に 

歯止めはかかったものの、欧州金融危機や中国をはじめとする新興国の経済減速懸念など全般的な景気動向は足 

踏み状態が続いております。加えて内需型の当業界においては、デフレ環境が継続しており、予断を許さない経 

営環境となっております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは顧客ニーズに迅速に対応するため、在庫を積み増し積極的な営 

業展開を行いました。企業納入においては、ニット製品を主軸としたクールビス商品の販売及び別注ユニフォー 

ム等の新規獲得を強力に推進しましたが、第３四半期に入ると発熱インナー（機能性下着）に押され厚手の防寒

衣料等の販売が低迷しました。また、一般小売においても、前年同四半期の作業関連用品等の震災復興特需の反

動に加え、熱中症対策グッズや防寒衣料の落ち込みもあり、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,938百万円

（前年同四半期比2.8％減）にとどまりました。 

 一方、利益面では前年同四半期に比べ当第３四半期連結累計期間は在庫評価減の影響が軽減した事に加え、原 

材料及び縫製工賃の高騰による海外仕入コストの上昇を昨年秋の値上げで一部売値に転嫁できたこともあり、売 

上総利益率が1.2ポイント改善し、営業利益は614百万円（前年同四半期比2.8％増）となりました。 

 また、当四半期末の為替レートが前連結会計年度末に比べ円安となったことによるデリバティブ評価益187百万

円（前年同四半期は39百万円）を営業外収益に、為替差損38百万円（前年同四半期は105百万円）を営業外費用に

計上し、経常利益は777百万円（前年同四半期比45.1％増）、四半期純利益は472百万円（前年同四半期比75.1％ 

増）となりました。 

 当社グループは単一セグメントに該当するため、セグメントの業績は記載しておりません。 

(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ552百万円増加し、15,622百万円とな

りました。これは主に「現金及び預金」360百万円、「受取手形及び売掛金」113百万円、「土地」236百万円、投

資その他の資産「その他」（デリバティブ債権等）144百万円の増加、「たな卸資産」（商品及び製品、仕掛品、

原材料及び貯蔵品）149百万円、流動資産「その他」（未収消費税等、未収入金等）112百万円の減少を反映した 

ものであります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ155百万円増加し5,300百万円とな 

りました。これは主に「長・短期借入金」900百万円、流動負債「その他」（未払消費税等）75百万円の増加、 

「支払手形及び買掛金」505百万円、「未払法人税等」230百万円、固定負債「その他」（デリバティブ債務等） 

68百万円の減少を反映したものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ397百万円増加し、10,321百万円

となりました。これは主に利益剰余金388百万円の増加を反映したものであります。 

 この結果、自己資本比率は65.2%（前連結会計年度末は64.9%）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、第３四半期末以降の経済動向及び為替動向並びにその業績

に与える影響が依然として不透明ではありますが、当第３四半期連結累計期間における業績の進捗及び当社の属す

る業界の市場動向を勘案した結果、平成24年５月14日の平成24年３月期決算短信で公表いたしました通期の業績予

想を修正いたしました。 

 詳細は、本日（平成25年２月７日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四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。 

   

（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、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。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

   

 該当事項はありません。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



４．四半期連結財務諸表 
（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 932,963 1,293,822

受取手形及び売掛金 3,975,748 4,088,784

商品及び製品 5,283,669 5,168,545

仕掛品 53,089 14,183

原材料及び貯蔵品 55,711 59,935

その他 499,329 386,680

貸倒引当金 △6,055 △6,113

流動資産合計 10,794,456 11,005,838

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,138,907 1,085,540

土地 2,173,818 2,410,019

その他（純額） 89,018 94,348

有形固定資産合計 3,401,744 3,589,908

無形固定資産 67,631 76,508

投資その他の資産   

その他 834,945 979,122

貸倒引当金 △29,559 △29,260

投資その他の資産合計 805,386 949,862

固定資産合計 4,274,762 4,616,279

資産合計 15,069,218 15,622,117

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,979,483 2,473,672

短期借入金 450,000 1,050,000

1年内返済予定の長期借入金 520,000 20,000

未払法人税等 345,825 115,354

返品調整引当金 36,360 37,490

賞与引当金 59,200 28,685

その他 361,449 437,052

流動負債合計 4,752,317 4,162,254

固定負債   

長期借入金 － 800,000

退職給付引当金 115,200 121,426

役員退職慰労引当金 177,640 185,370

その他 100,307 31,662

固定負債合計 393,148 1,138,458

負債合計 5,145,465 5,300,713



（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,695,949 1,695,949

資本剰余金 1,794,919 1,794,919

利益剰余金 6,246,075 6,634,827

自己株式 △14,442 △14,504

株主資本合計 9,722,502 10,111,192

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 123,835 128,407

繰延ヘッジ損益 116 371

為替換算調整勘定 △59,270 △59,669

その他の包括利益累計額合計 64,681 69,109

少数株主持分 136,569 141,102

純資産合計 9,923,752 10,321,404

負債純資産合計 15,069,218 15,622,117



（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 11,253,182 10,938,497

売上原価 8,597,660 8,228,187

売上総利益 2,655,521 2,710,309

販売費及び一般管理費 2,057,595 2,095,809

営業利益 597,926 614,500

営業外収益   

受取利息 700 570

受取配当金 9,548 14,250

デリバティブ評価益 39,673 187,838

受取賃貸料 8,411 8,268

その他 2,248 6,317

営業外収益合計 60,582 217,246

営業外費用   

支払利息 11,723 10,170

為替差損 105,796 38,504

その他 4,764 5,120

営業外費用合計 122,284 53,795

経常利益 536,224 777,951

特別利益   

固定資産売却益 － 1,928

特別利益合計 － 1,928

特別損失   

固定資産除却損 194 －

投資有価証券評価損 2,684 1,473

特別損失合計 2,878 1,473

税金等調整前四半期純利益 533,345 778,406

法人税等 261,537 298,888

少数株主損益調整前四半期純利益 271,808 479,518

少数株主利益 1,952 6,875

四半期純利益 269,855 472,642



（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 271,808 479,518

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,388 4,571

繰延ヘッジ損益 △2 255

為替換算調整勘定 △14,777 △658

その他の包括利益合計 △28,168 4,168

四半期包括利益 243,640 483,687

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 247,955 477,071

少数株主に係る四半期包括利益 △4,315 6,616



  該当事項はありません。 

   

  該当事項はありません。 

   

 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）及び当第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） 

 当社グループは、作業用衣料品及びその関連用品等の製造販売を行う単一セグメントであるため、記載を省略

しております。 

   

   

（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
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