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(百万円未満切捨て)

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）

（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 3,522 △18.5 △88 ― △19 ― △39 ―

 24年3月期第３四半期 4,322 △17.2 0 △99.7 72 △75.3 79 △68.3

(注) 包括利益 25年3月期第３四半期 △31百万円(―％) 24年3月期第３四半期 74百万円(△63.0％)

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 △5 30 ―

 24年3月期第３四半期 8 55 ―

（２）連結財政状態

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 5,074 2,119 40.7

 24年3月期 5,226 2,284 42.6

(参考) 自己資本  25年3月期第３四半期 2,063百万円  24年3月期 2,228百万円

２．配当の状況

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 ― 2 50 ― 2 50 5 00

 25年3月期 ― 2 50 ―

 25年3月期(予想) 2 50 5 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)

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 4,650 △13.7 △60 ― 20 △64.6 10 △79.8 1 34



  

 

 

 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が継続中です。 

  

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、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「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧下さい。 

  

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む)  25年3月期３Ｑ 7,140,078株  24年3月期 10,120,000株

② 期末自己株式数  25年3月期３Ｑ 3,976株  24年3月期 2,287,760株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  25年3月期３Ｑ 7,361,789株  24年3月期３Ｑ 9,275,580株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務危機による景気低迷、中国等新興国にお

ける経済成長の鈍化、円高の長期化等により、先行きの不透明感が続いております。 

当繊維業界におきましても、国内外の事業環境、海外生産拠点の展開、さらには企業間競争の激化に

より、依然として厳しい環境にあります。 

このような状況のもと、当社グループは、高効率化設備の導入・改造や適正でフレキシブルな人員配

置等を実施し、生産効率の徹底した改善による低コスト体質の確立、得意とする素材、加工の自主開

発・自主販売の強力な推進を行っておりますが、事業環境の大きな変化により、当第３四半期連結累計

期間の売上高は、35億22百万円（前年同四半期比18.5％減）、経常損失は19百万円（前年同四半期は72

百万円の利益）、四半期純損失は39百万円（前年同四半期は79百万円の利益）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。 

衣料用途においては、得意とする高次加工商品は引き続き堅調に推移しましたが、国内需要の停

滞、円高傾向の事業環境が続く中、総じて減少となりました。また、資材用途においては、事業環境

の変化により、特に車輌資材関連が減少となりました。 

以上の結果、繊維事業全体における売上高は、32億63百万円（前年同四半期比20.4％減）、営業損

益は１億17百万円の損失（前年同四半期は12百万円の損失）となりました。 

機械製造・修理事業においては、売上げ増加がありましたが、内装業においては、施工契約数が伸

び悩みました。 

以上の結果、その他における売上高は２億59百万円(前年同四半期比15.9％増)、営業利益は14百万

円（前年同四半期比188.7％増）となりました。 

  

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１億51百万円減少し、50億

74百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少１億55百万円、有形固定資産の減少47

百万円によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ13百万円増加し、29億55百万円となりました。主な要因は、未払金

等その他流動負債の減少１億68百万円があったものの、借入金の純増加２億27百万円があったためで

す。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億65百万円減少し、21億19百万円となりました。主な要因は、

四半期純損失の計上によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成24年11月12日に公表いたしました連結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

① 繊維事業

② その他

（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。 

  

税金費用については、当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する方法を採用しておりま

す。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社に

ついては、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 

  

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。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る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

（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）
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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 922,206 970,546

受取手形及び売掛金 1,310,510 1,155,036

商品及び製品 258,085 247,373

仕掛品 146,806 140,891

原材料及び貯蔵品 208,873 235,606

繰延税金資産 4,632 4,706

その他 54,577 40,797

貸倒引当金 △5,133 △2,567

流動資産合計 2,900,558 2,792,393

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,003,959 979,473

機械装置及び運搬具（純額） 291,682 231,275

その他（純額） 234,886 272,147

有形固定資産合計 1,530,529 1,482,896

無形固定資産 6,845 5,086

投資その他の資産

投資有価証券 684,812 693,923

その他 103,666 106,262

貸倒引当金 － △5,741

投資その他の資産合計 788,479 794,444

固定資産合計 2,325,854 2,282,427

資産合計 5,226,412 5,074,820

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 845,602 807,475

短期借入金 － 200,000

1年内返済予定の長期借入金 171,240 225,236

未払法人税等 8,768 21,105

賞与引当金 13,551 14,477

その他 449,158 280,911

流動負債合計 1,488,321 1,549,206

固定負債

長期借入金 597,900 571,142

退職給付引当金 550,329 531,375

役員退職慰労引当金 23,624 20,094

負ののれん 8,029 7,341

資産除去債務 92,696 93,622

その他 181,046 182,947

固定負債合計 1,453,626 1,406,522

負債合計 2,941,947 2,955,729
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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 506,000 506,000

資本剰余金 130,686 130,686

利益剰余金 1,676,997 1,254,962

自己株式 △250,053 △311

株主資本合計 2,063,630 1,891,337

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 165,118 171,797

その他の包括利益累計額合計 165,118 171,797

少数株主持分 55,715 55,956

純資産合計 2,284,465 2,119,090

負債純資産合計 5,226,412 5,074,820
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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：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 4,322,738 3,522,725

売上原価 3,886,991 3,214,570

売上総利益 435,746 308,154

販売費及び一般管理費 435,096 396,661

営業利益又は営業損失（△） 649 △88,506

営業外収益

受取利息 481 240

受取配当金 12,724 12,983

受取賃貸料 69,248 70,266

持分法による投資利益 997 －

その他 18,679 18,777

営業外収益合計 102,130 102,268

営業外費用

支払利息 6,832 8,908

賃貸費用 17,923 17,581

持分法による投資損失 － 1,253

その他 5,829 5,447

営業外費用合計 30,584 33,190

経常利益又は経常損失（△） 72,195 △19,428

特別利益

受取補償金 350,000 －

固定資産売却益 － 129

特別利益合計 350,000 129

特別損失

固定資産処分損 6,414 121

事業再編損 324,209 －

特別損失合計 330,623 121

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

91,572 △19,420

法人税等 11,221 18,816

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

80,350 △38,237

少数株主利益 1,024 801

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79,326 △39,038
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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：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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

80,350 △38,237

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,107 6,688

その他の包括利益合計 △6,107 6,688

四半期包括利益 74,243 △31,549

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 73,226 △32,359

少数株主に係る四半期包括利益 1,017 810
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成24年５月14日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却することを決議し、平成

24年５月16日付で普通株式2,467,711株(272,349千円)を消却しました。この結果、当第３四半期連結

累計期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ減少しております。 

また、平成24年５月29日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を取得することを決議し、当第３

四半期連結累計期間において普通株式512,000株(73,176千円)を取得しました。 

また、平成24年10月19日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を消却することを決議し、平成24

年10月26日付で普通株式512,211株(73,207千円)を消却しました。この結果、当第３四半期連結累計

期間において利益剰余金及び自己株式がそれぞれ減少しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は311千円となっております。 

  

（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
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