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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 8,173 △2.9 533 25.7 1,012 108.8 720 75.6
25年3月期第3四半期 8,414 △0.8 424 △10.4 485 △22.7 410 29.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,103百万円 （131.0％） 25年3月期第3四半期 477百万円 （―％）

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3四半期 56.60 ―
25年3月期第3四半期 32.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 18,619 15,793 85.0
25年3月期 17,826 15,199 85.4
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 15,826百万円 25年3月期 15,224百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ― 20.00 ―
26年3月期（予想） 20.00 40.00

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 ： 有  

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 10,450 △1.7 400 23.2 1,150 187.4 810 4.9 63.64



(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「（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

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
②①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3Q 13,933,757 株 25年3月期 13,933,757 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,206,584 株 25年3月期 1,206,370 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 12,727,292 株 25年3月期3Q 12,727,393 株
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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、金融緩和や財政出動による景気回復への期待感か

ら、円安・株高が進み、輸出関連企業を中心に業績が改善されつつあります。 

繊維業界におきましては、一部に個人消費改善の動きがありますものの、依然としてデフレの状況で

あり、業界を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。 

このような情勢のなかで当社グループは、差別化加工の開発・提案による売上高の確保、省エネ活動

等によるコスト競争力の強化を図ってまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績

は、売上高８１億７千３百万円（前年同期比２．９％減）、営業利益５億３千３百万円（前年同期比２

５．７％増）となりました。営業外収益において投資事業組合運用益を３億４千７百万円計上したこと

等により、経常利益は１０億１千２百万円（前年同期比１０８．８％増）となり、四半期純利益は７億

２千万円（前年同期比７５．６％増）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。 

「染色加工事業」は、織物の生産減の影響を受けながらも、省エネ活動等によるコスト削減により、

売上高５９億９千１百万円（前年同期比１．８％減）、営業利益２億９千２百万円（前年同期比４３．

８％増）となりました。品種別売上高は、織物が３０億８千７百万円（前年同期比４．５％減）、ニッ

トが２９億４百万円（前年同期比１．３％増）であります。 

 「テキスタイル事業」は、受注減により売上高１７億６千５百万円（前年同期比６．８％減）、営業

損失１千３百万円（前年同期は営業損失４千３百万円）となりました。 

 「不動産賃貸事業」は、売上高４億１千６百万円（前年同期比０．７％減）、営業利益２億５千３百

万円（前年同期比３．９％減）となりました。 

当第３四半期連結会計期間の総資産は、主に現金及び預金の増加等により、前連結会計年度と比べ７

億９千２百万円増加し、１８６億１千９百万円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負債

の増加等により、前連結会計年度と比べ１億９千９百万円増加し、２８億２千５百万円となりました。

純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加等により前連結会計年度と比べ５億９千３百

万円増加し、１５７億９千３百万円、自己資本比率は８５．０％となりました。 

通期の連結業績予想につきましては、受注減及び円安による原材料・燃料の値上がり等により、売上

高、営業利益は前回予想を下回る見込です。 

経常利益、当期純利益につきましては、投資事業組合運用益約６１４百万円を計上するため、前回予

想を上回る見込です。 

詳細につきましては、本日開示の「営業外収益（投資事業組合運用益）の計上及び業績予想の修正に

関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

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

（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
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,164,260 1,884,399

受取手形及び売掛金 1,845,686 2,493,063

有価証券 2,692,380 2,834,381

完成品 168,035 215,409

仕掛品 239,775 213,101

原材料及び貯蔵品 304,761 297,452

繰延税金資産 222,257 95,323

その他 69,730 70,345

貸倒引当金 △5,628 △7,314

流動資産合計 6,701,259 8,096,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,583,441 1,525,538

機械装置及び運搬具（純額） 1,093,879 916,190

土地 1,251,180 1,251,180

リース資産（純額） 1,398 4,594

建設仮勘定 － 47,487

その他（純額） 141,338 105,404

有形固定資産合計 4,071,238 3,850,394

無形固定資産   

のれん 76,190 47,619

その他 23,802 20,757

無形固定資産合計 99,993 68,377

投資その他の資産   

投資有価証券 6,177,091 5,786,453

長期貸付金 296 296

繰延税金資産 157,047 156,185

その他 622,663 663,814

貸倒引当金 △3,248 △2,390

投資その他の資産合計 6,953,849 6,604,359

固定資産合計 11,125,081 10,523,130

資産合計 17,826,341 18,619,292
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 403,462 488,921

短期借入金 45,500 63,000

リース債務 798 838

未払法人税等 13,960 97,425

未払費用 274,090 173,046

役員賞与引当金 9,000 9,000

その他 623,033 508,762

流動負債合計 1,369,845 1,340,994

固定負債   

リース債務 599 3,984

退職給付引当金 475,033 444,757

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 91,243 346,840

資産除去債務 63,300 63,300

その他 7,826 7,020

固定負債合計 1,256,665 1,484,566

負債合計 2,626,510 2,825,560

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,348,828 1,348,828

利益剰余金 11,375,583 11,586,795

自己株式 △1,361,640 △1,361,833

株主資本合計 14,486,970 14,697,990

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 737,062 1,128,282

その他の包括利益累計額合計 737,062 1,128,282

少数株主持分 △24,202 △32,540

純資産合計 15,199,830 15,793,732

負債純資産合計 17,826,341 18,619,292
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 8,414,711 8,173,107

売上原価 7,144,908 6,864,388

売上総利益 1,269,803 1,308,719

販売費及び一般管理費 845,363 775,297

営業利益 424,440 533,422

営業外収益   

受取利息 3,606 30,748

受取配当金 92,936 96,572

投資事業組合運用益 － 347,641

その他 18,111 18,115

営業外収益合計 114,654 493,077

営業外費用   

支払利息 383 726

売上割引 30,630 12,194

投資事業組合運用損 21,102 －

その他 1,928 1,001

営業外費用合計 54,044 13,922

経常利益 485,050 1,012,577

特別利益   

固定資産売却益 3,751 1,055

特別利益合計 3,751 1,055

特別損失   

固定資産処分損 6,394 8,483

特別損失合計 6,394 8,483

税金等調整前四半期純利益 482,407 1,005,149

法人税等 91,027 293,182

少数株主損益調整前四半期純利益 391,380 711,967

少数株主損失（△） △18,779 △8,337

四半期純利益 410,159 720,304
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 391,380 711,967

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 86,199 391,220

その他の包括利益合計 86,199 391,220

四半期包括利益 477,580 1,103,187

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 496,359 1,111,524

少数株主に係る四半期包括利益 △18,779 △8,337
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

Ⅰ 前第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) 

 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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年12月31日) 

 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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  
  
  

（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）

 
報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上

額(注)
染色加工事

業
テキスタイ
ル事業

不動産賃貸 
事業

合計

売上高            

外部顧客への売上高 6,101,238 1,894,273 419,199 8,414,711 ― 8,414,711

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

215,342 ― 20,060 235,402 △235,402 ―

計 6,316,581 1,894,273 439,259 8,650,114 △235,402 8,414,711

セグメント利益又は損失(△) 203,590 △43,160 264,010 424,440 ― 424,440
 

 
報告セグメント

調整額
四半期連結損
益計算書計上

額(注)
染色加工事

業
テキスタイ
ル事業

不動産賃貸 
事業

合計

売上高            

外部顧客への売上高 5,991,585 1,765,116 416,405 8,173,107 ― 8,173,107

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

191,536 2,249 22,325 216,111 △216,111 ―

計 6,183,122 1,767,365 438,730 8,389,218 △216,111 8,173,107

セグメント利益又は損失(△) 292,790 △13,117 253,749 533,422 ― 533,422
 

（重要な後発事象）
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