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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年3月26日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 1,587 11.7 97 12.0 98 14.7 60 17.7
25年3月期第1四半期 1,420 8.2 86 38.9 85 37.0 51 45.2

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 63百万円 （36.2％） 25年3月期第1四半期 46百万円 （31.3％）

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

26年3月期第1四半期 3.08 ―
25年3月期第1四半期 2.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 4,512 2,545 56.4
25年3月期 4,325 2,521 58.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  2,545百万円 25年3月期  2,521百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年3月26日～平成26年3月25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) 2,500 △1.1 100 △4.8 100 △3.2 60 6.4 3.07
通期 5,000 5.1 200 11.6 200 9.6 120 28.6 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 

(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
半期連結財務諸表に対する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 
（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、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   ：  無
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） 26年3月期1Q 19,598,000 株 25年3月期 19,598,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 33,534 株 25年3月期 32,712 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 19,565,172 株 25年3月期1Q 19,565,596 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、自民党政権による景気刺激策、いわゆるアベノミクス効果によ

り株高、円安と大きな変化期に入っている状況です。しかしながら急激な円安が製造業の輸入コストに与える影響も

大きく、本格的な景気回復までには紆余曲折が予想されます。 

 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などにより新たな販路開拓に努めてまいりましたが、当第１四半期連結累

計期間につきましては、同部門の売上高は８億１百万円となり、前年同期比28百万円（3.5％）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・海外オペレーション

での優位性強化に努め、各分野への取り組みを進めました結果、一部織物分野で苦戦したものの、その他の分野では

順調に推移し、同部門の売上高は７億86百万円となり、前年同期比１億95百万円（33.1％）の増収となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は15億87百万円（前年同期比１億66百万円の増加）となり、利益

面におきましても営業利益は97百万円（同10百万円の増加）、経常利益は98百万円（同12百万円の増加）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37百万円を計上しました結果、四半期純利益は60百万円とな

り、前年同期比９百万円の増益となりました。 

 また、財務面におきましては、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が、資金需要の集中

もあり、有利子負債は１億50百万円となり、前連結会計年度末比で１億５百万円の増加となりました。 

  

（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 

 当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末比１億87百万円増の45億12百万円となりま

した。これは主として売上債権の増加とたな卸資産・有形固定資産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１億62百万円増の19億66百万円となりました。これは主として仕入債務及び短期借入金の増加等

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24百万円増の25億45百万円となりました。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56.4％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４月26日に公表しました、平成26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 

  該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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
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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25年３月25日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月25日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 72,013 51,142

受取手形及び売掛金 1,219,561 1,391,084

電子記録債権 143,581 214,429

商品及び製品 465,423 426,985

仕掛品 45,020 47,309

原材料及び貯蔵品 118,070 136,683

繰延税金資産 31,790 14,693

その他 36,342 50,697

貸倒引当金 △546 △643

流動資産合計 2,131,259 2,332,383

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,811,776 1,815,026

減価償却累計額 △1,556,362 △1,563,312

建物及び構築物（純額） 255,414 251,714

機械装置及び運搬具 2,003,741 2,003,741

減価償却累計額 △1,911,885 △1,920,039

機械装置及び運搬具（純額） 91,856 83,702

土地 1,702,657 1,702,657

その他 157,981 158,292

減価償却累計額 △143,042 △143,714

その他（純額） 14,938 14,578

有形固定資産合計 2,064,866 2,052,653

無形固定資産 12,410 11,732

投資その他の資産   

投資有価証券 8,321 9,712

繰延税金資産 84,610 82,121

その他 26,805 26,752

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 116,537 115,386

固定資産合計 2,193,814 2,179,771

資産合計 4,325,073 4,512,155
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月25日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月25日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 646,126 746,373

短期借入金 44,174 150,000

未払法人税等 67,739 20,813

賞与引当金 39,529 10,658

その他 158,313 196,812

流動負債合計 955,883 1,124,657

固定負債   

退職給付引当金 236,453 230,379

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 847,656 841,582

負債合計 1,803,540 1,966,240

純資産の部   

株主資本   

資本金 731,404 731,404

利益剰余金 688,527 709,629

自己株式 △3,136 △3,200

株主資本合計 1,416,795 1,437,833

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,475 2,099

繰延ヘッジ損益 3,365 6,084

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 1,104,738 1,108,081

純資産合計 2,521,533 2,545,915

負債純資産合計 4,325,073 4,512,155
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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24年３月26日 
 至 平成24年６月25日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月26日 
 至 平成25年６月25日) 

売上高 1,420,989 1,587,898

売上原価 1,155,535 1,306,763

売上総利益 265,453 281,135

販売費及び一般管理費 178,794 184,113

営業利益 86,659 97,021

営業外収益   

受取利息 197 267

受取配当金 187 273

受取手数料 442 1,220

還付消費税等 － 1,183

その他 257 57

営業外収益合計 1,084 3,002

営業外費用   

支払利息 433 217

手形売却損 1,027 682

為替差損 386 819

その他 257 52

営業外費用合計 2,105 1,771

経常利益 85,637 98,252

特別損失   

固定資産除売却損 2 31

特別損失合計 2 31

税金等調整前四半期純利益 85,635 98,220

法人税、住民税及び事業税 29,563 20,392

法人税等調整額 4,912 17,595

法人税等合計 34,475 37,988

少数株主損益調整前四半期純利益 51,159 60,232

四半期純利益 51,159 60,232
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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24年３月26日 
 至 平成24年６月25日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月26日 
 至 平成25年６月25日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 51,159 60,232

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △160 624

繰延ヘッジ損益 △4,325 2,718

その他の包括利益合計 △4,486 3,343

四半期包括利益 46,673 63,575

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,673 63,575

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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１四半期連結累計期間（自平成24年３月26日 至平成24年６月25日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成25年３月26日 至平成25年６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。   

（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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