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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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2四半期 10,365 △2.2 680 △17.9 955 △4.5 697 3.1
25年3月期第2四半期 10,600 3.4 829 20.4 1,000 22.4 676 △8.9

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,204百万円 （121.5％） 25年3月期第2四半期 543百万円 （△23.1％）

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2四半期 10.81 ―
25年3月期第2四半期 10.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 21,529 11,339 52.5
25年3月期 20,312 10,264 50.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  11,302百万円 25年3月期  10,228百万円

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 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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、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  ：  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

通期 21,500 4.0 1,360 2.1 1,820 10.9 1,280 27.1 19.83



(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すが、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います。 

※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３ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に
関する説明」 をご覧ください。 

※  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2Q 68,362,587 株 25年3月期 68,362,587 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,830,258 株 25年3月期 3,829,558 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 64,532,734 株 25年3月期2Q 64,536,299 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による金融、経済対策により、円安、

株高が持続し、企業業績や個人消費に改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しま

した。一方、中国経済の成長鈍化や円安による原材料・エネルギー価格の上昇など、景気の下振

れ懸念もあり、依然として先行きは不透明な状況が続いています。  

 このような経営環境の中、当社グループの業況は、繊維販売事業は増収となったものの、主力

の染色加工事業が減収となり、これを受け、営業利益、経常利益は減益となりましたが、四半期

純利益は、税金費用の減少により増益となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は10,365百万円と前年同期比234百万円

（△2.2%）の減収となり、営業利益は680百万円と前年同期比148百万円（△17.9%）の減益、経常

利益は955百万円と前年同期比44百万円（△4.5%）の減益、四半期純利益は697百万円と前年同期

比21百万円（3.1%）の増益となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。 

  

（染色加工事業） 

 当事業では、主力のユニフォーム用途等が減少し減収となりました。利益面では、生産ロスの

削減や製造原価の低減に努めましたが、円安による原材料・エネルギー費の上昇の影響を受け減

益となりました。  

 当事業の売上高は、5,821百万円と前年同期比361百万円（△5.8%）の減収となり、営業利益は

265百万円と前年同期比158百万円（△37.3%）の減益となりました。 

  

（繊維販売事業） 

 当事業では、テキスタイルは、ユニフォーム用途、スポーツ用途を中心に堅調に推移し、アパ

レルは、円安や中国国内での製造コストの上昇があったものの、既存ＯＥＭ事業の再構築や国内

一貫生産縫製品など新規商流の開拓に努めました。また、酒伊貿易（上海）有限公司は、引き続

き縫製品を中心とした、中国国内での販路拡大に取り組みました。  

当事業の売上高は、3,059百万円と前年同期比157百万円（5.4%）の増収となり、営業利益は309

百万円と前年同期比6百万円（2.1%）の増益となりました。 

  

（その他の事業） 

 その他の事業のうち、電子機器事業は、主力のＦＡ制御関連で大口案件が減少しました。水産

資材事業は、中層浮魚礁が減少したものの、海藻事業など新規取り組みを進めました。その他、

織布事業は、市況に回復の兆しが見受けられるとともに、建設不動産事業は、小口案件の着実な

受注に注力しました。また、今期から事業化した複合部材事業は、当社独自商品を軸に、用途展

開できる市場への提案営業活動を継続して行いました。  

 その他事業の売上高は、1,484百万円と前年同期比31百万円（△2.1%）の減収となり、営業利益

は63百万円と前年同期比20百万円（△24.4%）の減益となりました。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する説明 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,217百万円増加して21,529

百万円となりました。現金及び預金の増加などにより流動資産が634百万円増加して8,630百万円

となり、有形固定資産は減少したものの、投資その他の資産の増加により固定資産は582百万円増

加して12,898百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ142百万円増加して10,190百万円となりました。支払手形及び

買掛金の増加などにより流動負債が203百万円増加して6,217百万円となり、固定負債は借入金の

減少などにより60百万円減少して3,972百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,075百万円増加して11,339百万円となりました。これは、

株主資本が568百万円増加して、その他の包括利益累計額が為替換算調整勘定の増加などにより

505百万円増加したことによるものです。 

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の50.4％から52.5％となりました。   

 ②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は1,873百万円となり、前連結会

計年度末に比べ296百万円増加しました。 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

す。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は711百万円の収入（前年同期は731百万円の収入）と

なりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益977百万円や減価償却費327百万円がある一

方で、たな卸資産の増加414百万円や法人税等の支払230百万円があったことによるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は175百万円の支出（前年同期は255百万円の支出）と

なりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出によるものです。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は244百万円の支出（前年同期は244百万円の支出）と

なりました。主な要因は、借入金の圧縮や配当金の支払によるものです。 

  

 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 近の業績動向を踏まえ、平成25年５月10日発表の平成26年３月期連結業績予想を、平成25年

10月25日に修正しました。 

 詳細につきましては、平成25年10月25日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。   

   

   

（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,617,922 1,914,024

受取手形及び売掛金 3,647,375 3,882,715

有価証券 999 －

商品及び製品 739,766 996,932

仕掛品 383,387 542,446

原材料及び貯蔵品 253,282 262,788

その他 1,384,634 1,063,286

貸倒引当金 △31,172 △31,230

流動資産合計 7,996,196 8,630,963

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,038,173 2,993,467

機械装置及び運搬具（純額） 1,409,873 1,283,997

土地 2,653,076 2,653,485

リース資産（純額） 99,073 84,543

建設仮勘定 15,000 7,350

その他（純額） 52,967 47,120

有形固定資産合計 7,268,165 7,069,964

無形固定資産   

その他 60,380 68,995

無形固定資産合計 60,380 68,995

投資その他の資産   

出資金 2,754,928 3,489,030

その他 2,233,757 2,272,141

貸倒引当金 △1,330 △1,308

投資その他の資産合計 4,987,356 5,759,863

固定資産合計 12,315,902 12,898,823

資産合計 20,312,098 21,529,786
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,786,045 2,946,474

短期借入金 1,873,220 1,854,466

未払法人税等 254,258 270,993

賞与引当金 443,512 458,879

その他の引当金 7,100 －

その他 649,729 686,363

流動負債合計 6,013,865 6,217,177

固定負債   

長期借入金 2,833,473 2,752,480

退職給付引当金 630,691 667,763

資産除去債務 104,863 105,508

その他 464,706 447,179

固定負債合計 4,033,734 3,972,932

負債合計 10,047,599 10,190,110

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,655,044 4,655,044

資本剰余金 2,037,362 2,037,362

利益剰余金 4,020,835 4,589,475

自己株式 △796,879 △796,974

株主資本合計 9,916,363 10,484,907

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 260,717 299,999

繰延ヘッジ損益 5,502 1,941

為替換算調整勘定 45,882 515,512

その他の包括利益累計額合計 312,101 817,452

少数株主持分 36,034 37,316

純資産合計 10,264,499 11,339,676

負債純資産合計 20,312,098 21,529,786
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 10,600,706 10,365,819

売上原価 8,714,154 8,730,715

売上総利益 1,886,551 1,635,103

販売費及び一般管理費 1,057,261 954,157

営業利益 829,290 680,946

営業外収益   

受取利息 1,169 1,127

受取配当金 23,167 27,088

持分法による投資利益 156,349 270,235

その他 41,588 22,901

営業外収益合計 222,274 321,352

営業外費用   

支払利息 45,280 39,504

その他 6,237 7,471

営業外費用合計 51,518 46,976

経常利益 1,000,047 955,322

特別利益   

固定資産売却益 4,416 15

投資有価証券売却益 － 700

助成金収入 4,656 21,075

特別利益合計 9,073 21,792

特別損失   

固定資産除却損 3,432 1

特別損失合計 3,432 1

税金等調整前四半期純利益 1,005,688 977,112

法人税、住民税及び事業税 339,059 282,063

法人税等調整額 △9,975 △3,927

法人税等合計 329,084 278,136

少数株主損益調整前四半期純利益 676,603 698,976

少数株主利益 148 1,270

四半期純利益 676,455 697,706
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 676,603 698,976

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △166,186 39,293

繰延ヘッジ損益 △3,851 △3,561

為替換算調整勘定 336 5,763

持分法適用会社に対する持分相当額 36,793 463,866

その他の包括利益合計 △132,907 505,362

四半期包括利益 543,695 1,204,339

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 543,618 1,203,057

少数株主に係る四半期包括利益 76 1,281
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,005,688 977,112

減価償却費 360,949 327,172

貸倒引当金の増減額（△は減少） 169 36

受取利息及び受取配当金 △24,337 △28,215

支払利息 45,280 39,504

為替差損益（△は益） 1,096 3,762

持分法による投資損益（△は益） △156,349 △270,235

有形固定資産売却損益（△は益） △4,416 △15

売上債権の増減額（△は増加） △153,738 △234,399

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,694 △414,351

仕入債務の増減額（△は減少） △295,474 159,683

その他 322,989 393,090

小計 990,163 953,146

利息及び配当金の受取額 24,337 28,212

利息の支払額 △45,383 △39,710

法人税等の支払額 △237,986 △230,646

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,131 711,001

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △231,377 △156,324

無形固定資産の取得による支出 － △2,600

有形固定資産の売却による収入 － 15

投資有価証券の取得による支出 △10,596 △18,958

投資有価証券の売却による収入 － 1,427

貸付けによる支出 △14,000 －

その他 332 997

投資活動によるキャッシュ・フロー △255,640 △175,442

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △59,700 △13,000

長期借入れによる収入 975,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △1,015,037 △936,747

自己株式の取得による支出 △191 △95

配当金の支払額 △126,825 △127,269

その他 △17,408 △17,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,161 △244,796

現金及び現金同等物に係る換算差額 △737 5,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230,591 296,096

現金及び現金同等物の期首残高 1,174,005 1,577,523

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,404,597 1,873,619
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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 

 Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30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：千円） 

（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、織布事業、電子機器事

     業等を含んでいます。  

  ２．セグメント利益の調整額17,894千円は、セグメント間取引消去6,911千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用10,983千円です。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

等の調整額です。 

   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います。  

  

  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。   

   

（４）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）

  報告セグメント  
その他 合計  調整額  

四半期連結

損益計算書

  
染色加工 

事業  

繊維販売 

事業  
計  

(注)１ 
  

(注)２  計上額 

(注)３ 

売上高                

外部顧客への売上

高  
 6,182,412 2,901,933 9,084,346 1,516,359  10,600,706  － 10,600,706

セグメント間の内

部売上高又は振替

高  

 14,193 14,797 28,990 252,825  281,816  △281,816 －

計   6,196,606 2,916,731 9,113,337 1,769,185  10,882,522  △281,816 10,600,706

セグメント利益   424,375 303,132 727,507 83,887  811,395  17,894 829,290
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 Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30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：千円） 

（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、織布事業、電子機器事

     業等を含んでいます。  

  ２．セグメント利益の調整額42,198千円は、セグメント間取引消去2,706千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用39,491千円です。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

等の調整額です。 

   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います。  

  

  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。   

  

  報告セグメント  
その他 合計  調整額  

四半期連結

損益計算書

  
染色加工 

事業  

繊維販売 

事業  
計  

(注)１ 
  

(注)２  計上額 

(注)３ 

売上高                

外部顧客への売上

高  
 5,821,355 3,059,522 8,880,877 1,484,941  10,365,819  － 10,365,819

セグメント間の内

部売上高又は振替

高  

 17,639 9,724 27,363 301,733  329,097  △329,097 －

計   5,838,995 3,069,246 8,908,241 1,786,675  10,694,916  △329,097 10,365,819

セグメント利益   265,912 309,385 575,297 63,450  638,748  42,198 680,946
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