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1. 2021年3月期第1四半期の連結業績（2020年4月1日～2020年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期第1四半期 2,281 △27.7 △110 ― △58 ― △91 ―

2020年3月期第1四半期 3,156 8.7 206 △11.5 260 △12.5 178 △15.3

（注）包括利益 2021年3月期第1四半期　　144百万円 （―％） 2020年3月期第1四半期　　1百万円 （△99.2％）

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

2021年3月期第1四半期 △7.18 ―

2020年3月期第1四半期 14.03 ―

（注）2021年3月期第1四半期の包括利益の対前年同四半期増減率は1000％を超えるため「－」と記載しております。

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年3月期第1四半期 16,232 13,700 84.4

2020年3月期 16,362 13,746 84.0

（参考）自己資本 2021年3月期第1四半期 13,700百万円 2020年3月期 13,746百万円

2. 配当の状況

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

2020年3月期 ― 20.00 ― 15.00 35.00

2021年3月期 ―

2021年3月期（予想） ― ― ― ―

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）2021年３月期の配当予想については、現時点で業績及び財政状態の予想が困難なため未定です。

3. 2021年３月期の連結業績予想（2020年4月1日～2021年3月31日）

2021年３月期の連結業績予想の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症が今後の業績に与える影響について、適切かつ合理的な予測が困難
なため、現時点では未定とさせていただきます。今後、市況の動向等を見極めながら、適切かつ合理的な予測が出来次第、速やかに開示いたします。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期1Q 13,933,757 株 2020年3月期 13,933,757 株

② 期末自己株式数 2021年3月期1Q 1,206,996 株 2020年3月期 1,206,964 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期1Q 12,726,761 株 2020年3月期1Q 12,726,807 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に掲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当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。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経済及び社会

活動が大幅に停滞したことで、国内経済が急速に悪化し極めて厳しい状況となりました。

　繊維産業におきましては、昨年１０月の消費税増税により消費の落ち込みが懸念されていた中において、新型コ

ロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の発令もあり、外出自粛、商業施設の休業等の影響が大きく、衣料消

費が大幅に冷え込んだことや受注活動が停滞したこと等により、極めて厳しい市場環境となり、依然その状況が続

いております。

　このような事業環境のもと、当社グループは、優れた感性と技術で新しい「価値」を創造するとともにグローバ

ル展開を図り、安定的・持続的成長の実現を目指しております。

当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高２２億８千１百万円（前年同期比２７．７％減）、営業損失１

億１千万円（前年同期は営業利益２億６百万円）、経常損失５千８百万円（前年同期は経常利益２億６千万円）、

親会社株主に帰属する四半期純損失９千１百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益１億７千８百万

円）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　（染色加工事業）

　昨年の暖冬の影響により、秋冬物の受注減が懸念されていた中で、新型コロナウイルス感染症拡大による百貨店

等の商業施設の休業等の影響を受けて、期中での受注が大幅に減少したこと等により、織物が８億６千６百万円

（前年同期比２１．０％減）、ニットが６億７百万円（前年同期比３４．９％減）となり、売上高１４億７千３百

万円（前年同期比２７．４％減）、営業損益につきましては、設備費等の固定費の削減を図ってまいりましたが、

大幅な売上減少の影響により、営業損失１億６千３百万円（前年同期は営業利益１億１百万円）となりました。

　（テキスタイル事業）

　昨年１０月の消費税増税や暖冬の影響により厳しい受注環境が予想されていた中で新型コロナウイルス感染症拡

大の影響により、染色加工事業と同様に、市場の低迷等の影響が大きく、売上高６億７千４百万円（前年同期比３

２．１％減）、営業損失５千１百万円（前年同期は営業損失０百万円）となりました。

　（不動産事業）

　売上高１億３千３百万円（前年同期比０．２％減）、営業利益１億３百万円（前年同期比１．４％減）となりま

した。

（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の資産は、前連結会計年度に比べ１億３千万円減少し、１６２億３千２百万円となり

ました。主な要因は、投資有価証券が３億３千８百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が１億９千８百万円

減少、現金及び預金が１億１千４百万円減少、繰延税金資産が７千７百万円減少したことであります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度に比べ８千３百万円減少し、２５億３千２百万円となりま

した。主な要因は、未払費用が７千５百万円増加、繰延税金負債が４千３百万円増加しましたが、支払手形及び買

掛金が１億８百万円減少したことであります。

（純資産）

当第１四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度に比べ４千６百万円減少し、１３７億円となりました。

主な要因は、その他有価証券評価差額金が２億３千７百万円増加しましたが、配当金の支払１億９千万円及び親会

社株主に帰属する四半期純損失９千１百万円を計上したことにより、利益剰余金が２億８千２百万円減少したこと

であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間及び通期の見通しにつきましては、新型コロナウイルスの感染の収束が見えない状況に

あり、ファッション衣料業界におきましては収束後も影響が長引くことが懸念され、今後の業績について現時点で

は、適切かつ合理的な予測が困難なため未定とさせていただきます。今後、市況の動向等を見極めながら、適正か

つ合理的な予測が出来次第、速やかに開示いたします。
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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
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,216,948 2,102,420

受取手形及び売掛金 2,200,282 2,001,636

完成品 528,936 519,808

仕掛品 399,120 392,504

原材料及び貯蔵品 344,640 340,692

その他 208,649 194,327

貸倒引当金 △12,956 △8,780

流動資産合計 5,885,621 5,542,609

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,377,167 1,342,011

機械装置及び運搬具（純額） 1,286,005 1,257,083

土地 1,353,319 1,353,319

リース資産（純額） 38,943 37,033

建設仮勘定 30,174 54,462

その他（純額） 73,258 70,156

有形固定資産合計 4,158,868 4,114,067

無形固定資産

その他 71,477 66,153

無形固定資産合計 71,477 66,153

投資その他の資産

投資有価証券 5,357,740 5,696,067

退職給付に係る資産 389,567 389,552

繰延税金資産 249,059 171,647

その他 251,612 281,498

貸倒引当金 △1,297 △29,007

投資その他の資産合計 6,246,682 6,509,757

固定資産合計 10,477,027 10,689,977

資産合計 16,362,649 16,232,587
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2020年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 586,036 477,761

1年内返済予定の長期借入金 3,000 3,000

リース債務 8,251 8,251

未払法人税等 40,458 21,235

未払費用 262,338 337,799

役員賞与引当金 5,000 1,500

その他 605,554 649,819

流動負債合計 1,510,638 1,499,367

固定負債

長期借入金 11,250 40,500

リース債務 30,255 28,193

退職給付に係る負債 721,787 715,835

長期預り保証金 279,054 142,164

繰延税金負債 ― 43,117

資産除去債務 63,300 63,300

固定負債合計 1,105,648 1,033,110

負債合計 2,616,286 2,532,477

純資産の部

株主資本

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,341,568 1,341,568

利益剰余金 10,443,648 10,161,340

自己株式 △1,362,223 △1,362,251

株主資本合計 13,547,193 13,264,856

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 232,067 469,902

退職給付に係る調整累計額 △32,898 △34,649

その他の包括利益累計額合計 199,169 435,252

純資産合計 13,746,362 13,700,109

負債純資産合計 16,362,649 16,232,587
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

売上高 3,156,726 2,281,537

売上原価 2,654,136 2,115,876

売上総利益 502,590 165,661

販売費及び一般管理費 295,864 276,589

営業利益又は営業損失（△） 206,725 △110,928

営業外収益

受取利息 8,958 11,308

受取配当金 40,476 36,100

投資事業組合運用益 2,794 2,815

その他 3,552 4,051

営業外収益合計 55,782 54,277

営業外費用

支払利息 79 65

売上割引 327 287

為替差損 747 616

支払手数料 848 817

その他 261 190

営業外費用合計 2,264 1,976

経常利益又は経常損失（△） 260,242 △58,627

特別利益

固定資産売却益 64 839

補助金収入 10,924 ―

特別利益合計 10,988 839

特別損失

固定資産処分損 ― 3,924

違約金 1,957 ―

特別損失合計 1,957 3,924

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

269,274 △61,711

法人税等 90,722 29,694

四半期純利益又は四半期純損失（△） 178,552 △91,406

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

178,552 △91,406
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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 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 178,552 △91,406

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △172,113 237,834

退職給付に係る調整額 △4,943 △1,750

その他の包括利益合計 △177,056 236,083

四半期包括利益 1,495 144,677

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,495 144,677
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（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）

　 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）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30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）

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
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 2,029,746 993,284 133,694 3,156,726 ― 3,156,726

セグメント間の内部
売上高又は振替高

93,328 498 5,961 99,787 △99,787 ―

計 2,123,074 993,783 139,655 3,256,513 △99,787 3,156,726

セグメント利益又は損失（△） 101,945 △212 104,992 206,725 ― 206,725

（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１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30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）

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
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 1,473,770 674,393 133,373 2,281,537 ― 2,281,537

セグメント間の内部
売上高又は振替高

53,801 4,909 3,915 62,626 △62,626 ―

計 1,527,572 679,302 137,288 2,344,164 △62,626 2,281,537

セグメント利益又は損失（△） △163,260 △51,228 103,560 △110,928 ― △110,928

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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