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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4月1日～平成25年6月30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 3,739 △8.2 204 △26.1 311 32.3 190 36.5
25年3月期第1四半期 4,075 0.1 277 2.3 235 △5.6 139 △3.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 231百万円 （73.8％） 25年3月期第1四半期 133百万円 （△8.5％）

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 34.02 ―
25年3月期第1四半期 24.92 ―

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

26年3月期第1四半期 15,954 10,606 65.5 1,867.89
25年3月期 15,070 10,462 68.4 1,843.48
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  10,446百万円 25年3月期  10,309百万円

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 ― 15.00 15.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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) 7,100 1.0 260 △30.7 267 △13.9 166 △9.4 29.68
通期 14,200 2.1 550 △0.2 564 △37.1 350 △33.2 62.58



(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 

(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   ：  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 5,615,622 株 25年3月期 5,615,622 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 23,018 株 25年3月期 23,018 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 5,592,604 株 25年3月期1Q 5,592,648 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、新政権下における経済政策及び金融政策による円安株高の

流れを背景に景気は緩やかな回復基調にあるものの、円安の影響による輸入価格上昇、雇用や賃金の改善の遅れ

などから、依然として先行きの見通しは不透明な状況が続いております。 

 このような経済状況のもとで、企業納入業者向け卸においてはクールビズユニフォームを積極的に提案し精力

的な販売活動を行いましたが、全般的に苦戦を強いられました。 

 また、ワークショップ・ホームセンター向け卸においても、天候不順の影響による雨具等の販売減に加え、夏

物衣料及び熱中症対策グッズ等の販売も低迷しました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,739百万円（前年同四半期比8.2％減）にとどまりました。 

 一方、利益面では売上高の減少に加え、円安による直接輸入商品のコスト増が主因で売上総利益率が0.4ポイン

ト悪化し、販売費及び一般管理費の削減に努めましたが、営業利益は204百万円（前年同四半期比26.1％減）にと

どまりました。 

 しかしながら、当第１四半期連結会計期間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77百万円（前年同四半期は評価損30百万円）及び主にデリバティブの行使により発生した為替差

益22百万円（前年同四半期は差損13百万円）を営業外収益に計上し、経常利益は311百万円（前年同四半期比

32.3％増）、四半期純利益は190百万円（前年同四半期比36.5％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、セグメント情報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）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第１四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884百万円増加し、15,954百万円とな

りました。これは主に「現金及び預金」240百万円及び「受取手形及び売掛金」526百万円の増加を反映したもので

あります。 

（負債） 

 当第１四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739百万円増加し、5,347百万円とな

りました。これは主に流動負債において、「支払手形及び買掛金」817百万円の増加、「未払法人税等」30百万円

及び「賞与引当金」28百万円の減少を反映したものであります。 

（純資産） 

 当第１四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144百万円増加し、10,606百万円

となりました。これは主に「利益剰余金」106百万円及び「その他の包括利益累計額」30百万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65.5%（前連結会計年度末は68.4%）となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年3月期の連結業績予想（第２四半期累計期間、通期）及び配当予想（期末）につきましては、平成25年5

月13日の決算短信で公表いたしました予想値に変更はありません。 

 なお、業績予想につきましては、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。 

   

   

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） 

 当第１四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乗じて計算した税金費用が著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

により計算する方法によっております。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

 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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,626,448 1,866,989

受取手形及び売掛金 3,672,785 4,199,562

商品及び製品 4,404,069 4,387,493

仕掛品 13,605 12,441

原材料及び貯蔵品 82,770 115,785

その他 365,900 381,835

貸倒引当金 △12,344 △13,277

流動資産合計 10,153,235 10,950,831

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,039,197 1,027,428

土地 2,357,416 2,358,036

その他（純額） 128,289 167,803

有形固定資産合計 3,524,903 3,553,269

無形固定資産 73,347 73,149

投資その他の資産   

その他 1,342,098 1,400,822

貸倒引当金 △23,340 △23,660

投資その他の資産合計 1,318,758 1,377,162

固定資産合計 4,917,009 5,003,581

資産合計 15,070,245 15,954,412

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,747,150 2,564,620

短期借入金 950,000 950,000

未払法人税等 154,262 123,461

返品調整引当金 35,420 40,500

賞与引当金 56,775 28,744

その他 413,997 396,023

流動負債合計 3,357,605 4,103,349

固定負債   

長期借入金 850,000 850,000

退職給付引当金 124,744 126,217

役員退職慰労引当金 187,940 175,640

その他 87,782 92,338

固定負債合計 1,250,467 1,244,196

負債合計 4,608,072 5,347,546



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30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 6,686,083 6,792,450

自己株式 △14,504 △14,504

株主資本合計 10,162,447 10,268,814

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 188,698 204,180

繰延ヘッジ損益 144 △583

為替換算調整勘定 △41,449 △26,041

その他の包括利益累計額合計 147,392 177,554

少数株主持分 152,331 160,496

純資産合計 10,462,172 10,606,866

負債純資産合計 15,070,245 15,954,412



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,075,677 3,739,697

売上原価 3,079,287 2,841,250

売上総利益 996,390 898,446

販売費及び一般管理費 719,066 693,517

営業利益 277,323 204,928

営業外収益   

受取利息 256 107

受取配当金 2,540 2,940

為替差益 － 22,898

デリバティブ評価益 － 77,699

受取賃貸料 2,810 4,986

その他 1,687 3,293

営業外収益合計 7,295 111,924

営業外費用   

支払利息 3,369 2,976

賃貸費用 1,577 2,586

為替差損 13,925 －

デリバティブ評価損 30,409 －

その他 － 29

営業外費用合計 49,282 5,592

経常利益 235,336 311,260

特別損失   

投資有価証券評価損 2,582 －

特別損失合計 2,582 －

税金等調整前四半期純利益 232,753 311,260

法人税等 90,505 120,469

少数株主損益調整前四半期純利益 142,248 190,791

少数株主利益 2,865 535

四半期純利益 139,382 190,255



（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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 142,248 190,791

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,436 15,481

繰延ヘッジ損益 △124 △727

為替換算調整勘定 14,315 25,586

その他の包括利益合計 △9,244 40,340

四半期包括利益 133,003 231,132

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 124,283 220,417

少数株主に係る四半期包括利益 8,719 10,714



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

  

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 

平成25年４月１日 至 平成25年６月30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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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