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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第124期

第１四半期
連結累計期間

第125期
第１四半期
連結累計期間

第124期

会計期間
自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日

自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日

自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日

売上高 (百万円) 18,677 20,044 81,898

経常利益 (百万円) 216 624 2,426

四半期(当期)純利益 (百万円) 20 332 820

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △74 521 3,946

純資産額 (百万円) 28,747 33,010 32,503

総資産額 (百万円) 75,332 82,474 80,090

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 0.28 4.41 10.86

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 34.5 35.8 36.6

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社および当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　
２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第１四半期におけるわが国経済は、アベノミクスによる経済対策効果から企業業績の回復と雇用環

境の改善が見られました。しかしながら製造業の設備投資はいまだ慎重さが見られ、個人消費も一部高

級ゾーンを除いては伸び悩みました。海外では、長期化する欧州債務問題や、新興国の成長鈍化など、

景気の下振れ懸念が依然としてくすぶり続けております。

このようななか、当第１四半期における連結業績は、売上高200億44百万円（前年同期比7.3％増）、

営業利益３億99百万円（同300.2％増）、経常利益６億24百万円（同188.3％増）、四半期純利益３億32

百万円（前年同期 四半期純利益20百万円）となりました。

セグメントの業績については、次のとおりであります。

　
（インテリア事業）

オフィスビルや商業施設、ホテル向けの業務用カーペットは、発売３年目となる循環型リサイクルタ

イルカーペット「ECOS（エコス）」が高い評価を得て順調に売上高を伸ばし、物件の受注が増加したこ

とから売上高は前年同期を上回りました。一般家庭向けカーペット、ラグマットは、個人消費の伸び悩

みに加え、今夏の異常高温現象も需要に影響し、売上高は前年同期を下回りました。　カーテンでは、

主力の「ｍoｄe-S（モードエス）Vol.6」や、「Face」、「ディズニーシリーズ」が好調に売上高を伸

ばした結果、売上高は前年同期を上回りました。壁紙では、「ルノンホーム1000」や「リフォームプ

ロ」、量産タイプの「マークⅡ」を中心に拡販に努め、売上高は前年同期を上回りました。

以上の結果、インテリア事業では、売上高79億31百万円（前年同期比3.7％増）、営業損失１億30百

万円（前年同期 営業損失１億68百万円）となりました。

　
（自動車・車両内装事業）

自動車関連では、前年同期比で大きく増収増益となりました。カーペット事業は、国内は円安効果に

より自動車輸出が好調に推移し、海外では、米国の日系自動車メーカーの生産増加を受け、受注増と

なったこと等から、売上高、営業利益ともに前年同期を大きく上回りました。ファブリック事業は、国

内は前年同期に比べ伸び悩みましたが、米国および中国で好調に推移したため、売上高、営業利益とも

に前年同期を上回りました。

鉄道関連では、前年同期に貢献した私鉄の大型リニューアル案件が完了したものの、ＪＲや私鉄で

シート張替え工事が好調に推移しており、売上高、営業利益ともに前年同期並みとなりました。

バス向けは、大型バスの生産は好調に推移しているものの、マイクロバスの生産が落ち込んだため、

前年同期並みとなりました。

以上の結果、自動車・車両内装事業では、売上高115億２百万円（前年同期比11.3％増）、営業利益

８億84百万円（同43.3％増）となり、前年同期を上回りました。
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（機能資材事業）

ホットカーペットは、省エネ家電として評価され好調が続いておりましたが、需要に一服感が出て生

産台数が減少し、また、円安によるコストアップも影響したため、売上高、営業利益ともに前年同期を

下回りました。航空機向けカーペットは需要回復により売上増となりました。フィルター・消臭関連お

よび土木資材関連は、前年同期並みに推移しました。

以上の結果、機能資材事業では、売上高５億83百万円（前年同期比13.2％減）、営業損失28百万円

（前年同期 営業損失30百万円）となりました。

　
(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、受取手形及び売掛金の増加や季節的要因によるたな卸資産

の増加等により前連結会計年度末に比べ23億83百万円増加し824億74百万円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金の増加等により、前連結会計年度末に比べ18億75百万円増

加し494億63百万円となりました。

純資産につきましては、利益剰余金や為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べ５

億７百万円増加し330億10百万円となりました。

　

(3) 事業上および財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務上の対処すべき課題に重要な

変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は、76百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はあり

ません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 300,000,000

計 300,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成25年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年10月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 76,821,626 76,821,626 東京証券取引所(市場第一部)
単元株式数
1,000株

計 76,821,626 76,821,626 ― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年６月１日～
平成25年８月31日

― 76,821 ― 9,554 ― 2,388
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日(平成25年５月31日)に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年５月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,361,000 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式 75,109,000

75,109 ―

単元未満株式
普通株式 351,626

― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数
76,821,626

― ―

総株主の議決権 ― 75,109 ―

　

② 【自己株式等】

平成25年５月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)
住江織物株式会社

大阪市中央区南船場
三丁目11番20号

1,361,000 ― 1,361,000 1.77

計 ― 1,361,000 ― 1,361,000 1.77

(注) 当第１四半期会計期間末（平成25年８月31日）の自己株式は、1,361,752株（発行済株式総数に対する所有株式

数の割合1.77％）となっております。

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

　

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成25年６月１

日から平成25年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年６月１日から平成25年８月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けており

ます。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,403 6,876

受取手形及び売掛金
※1 20,350 ※1 21,221

有価証券 275 275

商品及び製品 8,015 9,300

仕掛品 1,530 1,600

原材料及び貯蔵品 2,581 2,901

その他 3,616 3,964

貸倒引当金 △31 △31

流動資産合計 43,740 46,107

固定資産

有形固定資産

土地 17,842 17,846

その他（純額） 9,089 9,249

有形固定資産合計 26,932 27,095

無形固定資産 422 407

投資その他の資産

その他 9,157 9,025

貸倒引当金 △160 △161

投資その他の資産合計 8,996 8,863

固定資産合計 36,350 36,366

資産合計 80,090 82,474
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※1 16,487 ※1 18,873

短期借入金 10,526 11,035

未払法人税等 383 112

その他 4,164
※1 4,177

流動負債合計 31,561 34,199

固定負債

長期借入金 4,957 4,560

退職給付引当金 3,796 3,612

役員退職慰労引当金 326 232

負ののれん 133 110

その他 6,812 6,747

固定負債合計 16,025 15,263

負債合計 47,587 49,463

純資産の部

株主資本

資本金 9,554 9,554

資本剰余金 2,652 2,652

利益剰余金 7,923 8,067

自己株式 △355 △355

株主資本合計 19,774 19,918

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,973 1,928

繰延ヘッジ損益 34 2

土地再評価差額金 7,532 7,532

為替換算調整勘定 7 179

その他の包括利益累計額合計 9,548 9,643

少数株主持分 3,180 3,447

純資産合計 32,503 33,010

負債純資産合計 80,090 82,474
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年８月31日)

売上高 18,677 20,044

売上原価 14,790 15,754

売上総利益 3,887 4,289

販売費及び一般管理費 3,787 3,890

営業利益 99 399

営業外収益

受取利息 4 6

受取配当金 42 48

負ののれん償却額 22 22

持分法による投資利益 － 66

不動産賃貸料 58 62

その他 79 109

営業外収益合計 207 315

営業外費用

支払利息 56 60

持分法による投資損失 5 －

不動産賃貸費用 11 11

その他 16 18

営業外費用合計 90 90

経常利益 216 624

特別利益

固定資産売却益 1 －

災害に伴う受取保険金 169 －

特別利益合計 170 －

特別損失

固定資産除売却損 4 0

災害による損失 262 －

特別損失合計 266 0

税金等調整前四半期純利益 120 624

法人税、住民税及び事業税 110 124

法人税等調整額 △33 65

法人税等合計 77 189

少数株主損益調整前四半期純利益 43 435

少数株主利益 22 102

四半期純利益 20 332
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
　至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 43 435

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 94 △44

繰延ヘッジ損益 △3 △38

土地再評価差額金 0 －

為替換算調整勘定 △210 160

持分法適用会社に対する持分相当額 1 8

その他の包括利益合計 △118 86

四半期包括利益 △74 521

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △44 428

少数株主に係る四半期包括利益 △30 93
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日

満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　
前連結会計年度

(平成25年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成25年８月31日)

受取手形 24百万円 1,006百万円

支払手形 176 797

その他（設備支払手形） ― 44

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）お

よび負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

減価償却費 273百万円 349百万円

負ののれん償却額 △22 △22

　

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成24年８月31日)

１ 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年８月30日
定時株主総会

普通株式 188 2.50 平成24年５月31日 平成24年８月31日 利益剰余金

　

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年６月１日 至 平成25年８月31日)

１ 配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年８月29日
定時株主総会

普通株式 188 2.50 平成25年５月31日 平成25年８月30日 利益剰余金

　

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成24年６月１日 至 平成24年８月31日)

   報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円）

　 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３　

インテリア
事業

自動車・
車両内装
事業

機能資材
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 7,646 10,336 671 18,654 23 18,677 ─ 18,677

セグメント間の内部
売上高又は振替高

117 0 10 129 69 198 △198 ─

計 7,764 10,336 682 18,783 92 18,876 △198 18,677

セグメント利益
又は損失(△)

△168 617 △30 418 8 426 △327 99

(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、物性・性能検査業等であります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△327百万円には、セグメント間取引消去６百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△333百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない管理部門および研究開発部門に係る費用等であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年６月１日 至 平成25年８月31日)

   報告セグメントごとの売上高および利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円）

　 報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３　

インテリア
事業

自動車・
車両内装
事業

機能資材
事業

計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 7,931 11,502 583 20,016 28 20,044 ― 20,044

セグメント間の内部
売上高又は振替高

119 1 7 127 81 209 △209 ―

計 8,050 11,503 590 20,144 109 20,254 △209 20,044

セグメント利益
又は損失(△)

△130 884 △28 725 11 737 △338 399

(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、物性・性能検査業等であります。

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△338百万円には、セグメント間取引消去５百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△344百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない管理部門および研究開発部門に係る費用等であります。

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額および算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年６月１日
至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年８月31日)

   １株当たり四半期純利益金額 0円28銭 4円41銭

    (算定上の基礎) 　 　

   四半期純利益金額(百万円) 20 332

    普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 20 332

   普通株式の期中平均株式数(千株) 75,546 75,460

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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平成25年10月９日

有限責任監査法人トーマツ 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   大 西 康 弘   ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

　公認会計士   生 越 栄美子   ㊞

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

住江織物株式会社

取締役会  御中 　

　

　

　

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住
江織物株式会社の平成25年６月１日から平成26年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成25年６月１日から平成25年８月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年６月１日から平成25
年８月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住江織物株式会社及び連結子会社の平成25
年８月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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