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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 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得の改善を背景に個人消費の持ち直しやインバウンド

需要も続く中、民間企業の設備投資なども堅調に推移しており、緩やかな回復基調にあります。今後は自然災害の影

響による復興需要等も見込まれるものの海外リスクや地政学的リスクなど、先行きの不透明感は強まっています。 

 このような状況の中、当社グループは、平成30年度をスタートとした新中期経営計画を策定し、新たな戦略の実施

に取り組んでおります。 

 紡績部門におきましては、得意先各産地への杢糸を中心に低調な販売状況が続き、苦戦は強いられているものの、

当第２四半期連結累計期間につきましては、同部門の売上高は16億50百万円となり、前年同期比56百万円（3.6％）

の増収となりました。テキスタイル・製品部門におきましては、国内向け主力素材の不振や海外で販売の落ち込みが

響き、同部門の売上高は９億４百万円となり、前年同期比26百万円（2.9％）の減収となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は25億55百万円（前年同期比30百万円の増加）となりました。利

益面におきましても、販売費及び一般管理費の削減効果もあり、営業利益は21百万円（同３百万円の増加）、経常利

益は25百万円（同７百万円の増加）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等計12百万円を

計上しました結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は16百万円となり、前年同期比10百万円の増益となりまし

た。 

 また、財務面におきましては、一部資金需要の集中もあり、有利子負債は２億23百万円となり、前連結会計年度末

比で15百万円の増加となりました。 

 

（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資産につきましては、前連結会計年度末比１億22百万円減の45億47百万円となりま

した。これは主としてたな卸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88百万円減の

17億61百万円となりました。これは主として仕入債務の減少等によるものです。純資産につきましては、前連結会計

年度末比34百万円減の27億85百万円となりました。これは主として利益剰余金の減少等によるものです。この結果、

自己資本比率は61.1％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（以下「資金」という。）は、４億19百万円となり、前連

結会計年度末比２億93百万円増加しました。

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

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、３億10百万円（前年同期比２億40百万円の増加）となりました。 

 これは主として、税金等調整前四半期純利益（28百万円）、売上債権の減少額（１億42百万円）、たな卸資産の

減少額（１億78百万円）等による増加と、仕入債務の減少額（87百万円）等による減少によるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果獲得した資金は、１百万円（前年同期は12百万円の使用）となりました。

 これは主として、有形固定資産の売却による収入（18百万円）等による増加と、有形固定資産の取得による支出

（３百万円）、無形固定資産の取得による支出（12百万円）等による減少によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果使用した資金は、18百万円（前年同期は63百万円の獲得）となりました。 

 これは主として、短期借入金の純増額（20百万円）等による増加と、配当金の支払額（39百万円）等による減少

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

 平成30年４月27日に公表しました業績予想につきましては、修正を行っております。詳しくは、平成30年10月25日

公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月25日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年９月25日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 125,858 419,525 

受取手形及び売掛金 1,065,773 900,168 

電子記録債権 37,790 57,043 

商品及び製品 585,505 475,166 

仕掛品 79,060 69,171 

原材料及び貯蔵品 370,115 301,949 

未収還付法人税等 17,058 2,067 

繰延税金資産 27,127 28,908 

その他 34,657 23,970 

貸倒引当金 △397 △332 

流動資産合計 2,342,549 2,277,638 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 1,846,665 1,848,197 

減価償却累計額 △1,651,323 △1,661,328 

建物及び構築物（純額） 195,341 186,869 

機械装置及び運搬具 2,131,311 1,771,152 

減価償却累計額 △2,066,394 △1,728,892 

機械装置及び運搬具（純額） 64,916 42,260 

土地 1,702,657 1,702,657 

その他 210,062 209,006 

減価償却累計額 △183,978 △187,794 

その他（純額） 26,084 21,212 

有形固定資産合計 1,988,999 1,952,999 

無形固定資産    

のれん 35,051 16,916 

その他 13,620 24,993 

無形固定資産合計 48,671 41,909 

投資その他の資産    

投資有価証券 18,780 15,661 

繰延税金資産 110,933 104,810 

その他 163,671 157,841 

貸倒引当金 △3,200 △3,200 

投資その他の資産合計 290,185 275,113 

固定資産合計 2,327,856 2,270,022 

資産合計 4,670,405 4,547,661 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成30年３月25日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成30年９月25日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 580,243 499,921 

短期借入金 208,381 223,545 

未払法人税等 940 9,090 

賞与引当金 38,383 39,485 

その他 132,325 117,876 

流動負債合計 960,274 889,919 

固定負債    

退職給付に係る負債 360,478 351,563 

長期未払金 9,000 － 

再評価に係る繰延税金負債 520,502 520,502 

固定負債合計 889,980 872,065 

負債合計 1,850,255 1,761,984 

純資産の部    

株主資本    

資本金 731,404 731,404 

利益剰余金 886,458 863,882 

自己株式 △4,029 △4,107 

株主資本合計 1,613,833 1,591,179 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 5,689 2,944 

繰延ヘッジ損益 △350 △1 

土地再評価差額金 1,181,598 1,181,598 

為替換算調整勘定 13,492 4,116 

その他の包括利益累計額合計 1,200,429 1,188,658 

非支配株主持分 5,886 5,838 

純資産合計 2,820,150 2,785,676 

負債純資産合計 4,670,405 4,547,661 
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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29年３月26日 

 至 平成29年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年３月26日 
 至 平成30年９月25日) 

売上高 2,525,228 2,555,272 

売上原価 2,077,106 2,127,078 

売上総利益 448,121 428,193 

販売費及び一般管理費 430,202 407,093 

営業利益 17,919 21,100 

営業外収益    

受取利息 686 545 

受取配当金 326 536 

為替差益 － 1,005 

受取手数料 1,840 2,770 

その他 2,221 2,896 

営業外収益合計 5,076 7,754 

営業外費用    

支払利息 1,563 2,365 

手形売却損 791 668 

為替差損 2,751 － 

その他 261 205 

営業外費用合計 5,367 3,240 

経常利益 17,628 25,614 

特別利益    

固定資産売却益 － 4,792 

特別利益合計 － 4,792 

特別損失    

固定資産除売却損 1,521 1,727 

特別損失合計 1,521 1,727 

税金等調整前四半期純利益 16,106 28,680 

法人税、住民税及び事業税 7,363 6,691 

法人税等調整額 2,324 5,289 

法人税等合計 9,687 11,981 

四半期純利益 6,418 16,698 

非支配株主に帰属する四半期純利益 367 160 

親会社株主に帰属する四半期純利益 6,051 16,537 
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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29年３月26日 

 至 平成29年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年３月26日 
 至 平成30年９月25日) 

四半期純利益 6,418 16,698 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 1,382 △2,745 

繰延ヘッジ損益 △978 349 

為替換算調整勘定 4,697 △9,584 

その他の包括利益合計 5,101 △11,980 

四半期包括利益 11,520 4,718 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 11,060 4,766 

非支配株主に係る四半期包括利益 459 △48 
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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29年３月26日 

 至 平成29年９月25日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成30年３月26日 
 至 平成30年９月25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 16,106 28,680 

減価償却費 32,929 25,111 

のれん償却額 16,712 16,916 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △95 △65 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,968 △8,865 

賞与引当金の増減額（△は減少） △92 1,102 

受取利息及び受取配当金 △1,013 △1,081 

支払利息 1,563 2,365 

固定資産除売却損益（△は益） 1,521 △3,065 

為替差損益（△は益） △4,090 3,221 

売上債権の増減額（△は増加） 248,821 142,202 

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,511 178,625 

未収入金の増減額（△は増加） 11,764 8,494 

仕入債務の増減額（△は減少） △140,806 △87,605 

未払金の増減額（△は減少） △10,150 15,874 

未払費用の増減額（△は減少） △4,147 △12,373 

その他 △13,500 △11,618 

小計 93,979 297,920 

利息及び配当金の受取額 1,106 1,099 

利息の支払額 △1,567 △2,361 

法人税等の支払額 △23,763 △1,161 

法人税等の還付額 － 14,866 

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,755 310,363 

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 △11,490 △3,386 

有形固定資産の売却による収入 － 18,979 

無形固定資産の取得による支出 △477 △12,330 

投資有価証券の取得による支出 △625 △835 

その他 △103 △1,395 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,697 1,032 

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） 112,183 20,672 

自己株式の取得による支出 △46 △78 

配当金の支払額 △48,899 △39,113 

財務活動によるキャッシュ・フロー 63,236 △18,519 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53 790 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 120,240 293,667 

現金及び現金同等物の期首残高 161,883 125,858 

現金及び現金同等物の四半期末残高 282,123 419,525 
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（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）

  該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

  該当事項はありません。

 

（セグメント情報）

 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。
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