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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年3月26日～平成24年6月25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 ％

25年3月期第1四半期 1,420 8.2 86 38.9 85 37.0 51 45.2
24年3月期第1四半期 1,313 △9.2 62 △46.5 62 △46.0 35 △45.7

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 46百万円 （31.3％） 24年3月期第1四半期 35百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 2.61 ―

24年3月期第1四半期 1.80 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 4,304 2,475 57.5
24年3月期 4,228 2,467 58.4

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,475百万円 24年3月期  2,467百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年3月26日～平成25年3月25日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 2,550 0.6 105 80.9 105 84.5 64 102.1 3.27
通期 5,200 5.0 200 101.0 200 98.9 120 153.1 6.13



(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 

（注） 詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、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
Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  有

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） 25年3月期1Q 19,598,000 株 24年3月期 19,598,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 32,582 株 24年3月期 31,928 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 19,565,596 株 24年3月期1Q 19,567,009 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以来の 悪期は脱したものの、欧州政府債務リス

クの増大、新興国を含めた世界的な景気減速懸念といった外部要因、また円高・株安といった金融市場の混乱などに

よる経済への悪影響といったリスク要因も懸念されております。 

 このような状況のもとで、当社グループ紡績部門におきましては、「はやいや～ん」と名づけた小ロット・多品

種・短納期生産販売システムの一層の進化と全国繊維産地巡回展示会開催等による新たな販路開拓に努めました結

果、当第１四半期連結累計期間につきましては比較的堅調に推移し、同部門の売上高は８億30百万円となり、前年同

期比23百万円（2.9％）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も、当社の得意とするテンセル

素材を中心に、国内・海外オペレーションでの優位性強化に努め、各分野への取り組みを進めました結果、一部織物

分野で苦戦したものの、その他の分野では順調に推移し、同部門の売上高は５億90百万円となり、前年同期比84百万

円（16.7％）の増収となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は14億20百万円（前年同期比１億７百万円の増加）となり、利益

面におきましても営業利益は86百万円（同24百万円の増加）、経常利益は85百万円（同23百万円の増加）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計34百万円を計上しました結果、当期純利益は51百万円とな

り、前年同期比15百万円の増益となりました。 

 また、財務体質の改善につきましては、長短借入金に割引手形を含めた有利子負債の圧縮を図りました結果、有利

子負債は62百万円となり、前連結会計年度末比で１億７百万円の減少となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四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76百万円増の43億４百万円となりまし

た。これは主として現金及び預金・売上債権の増加と棚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69百万円増の18億29百万円となりました。これは主として仕入債務及びその他流動負債の増加と短期

借入金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７百万円増の24億75百万円となりまし

た。これは主として利益剰余金の増加によるものです。この結果、自己資本比率は57.5％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年４月27日に公表しました、平成25年３月期の通期連結業績予想を変更しておりません。 

   

（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 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）追加情報 

   （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月25日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月25日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 68,164 118,511

受取手形及び売掛金 1,111,096 1,235,611

商品及び製品 487,800 413,492

仕掛品 59,671 56,887

原材料及び貯蔵品 163,996 150,597

未収還付法人税等 25,539 22,949

繰延税金資産 24,862 17,424

その他 51,290 39,820

貸倒引当金 △1,232 △1,361

流動資産合計 1,991,190 2,053,932

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,789,494 1,800,029

減価償却累計額 △1,525,211 △1,533,557

建物及び構築物（純額） 264,283 266,472

機械装置及び運搬具 1,984,700 1,988,738

減価償却累計額 △1,856,955 △1,870,490

機械装置及び運搬具（純額） 127,745 118,248

土地 1,702,657 1,702,657

建設仮勘定 － 2,221

その他 151,640 157,519

減価償却累計額 △133,702 △135,826

その他（純額） 17,938 21,692

有形固定資産合計 2,112,623 2,111,292

無形固定資産 5,401 10,930

投資その他の資産   

投資有価証券 4,982 5,071

繰延税金資産 91,165 96,735

その他 26,084 30,083

貸倒引当金 △3,200 △3,200

投資その他の資産合計 119,032 128,691

固定資産合計 2,237,058 2,250,914

資産合計 4,228,249 4,304,846
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月25日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月25日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 569,647 657,751

短期借入金 165,664 62,672

未払法人税等 － 30,615

賞与引当金 37,970 9,313

その他 126,394 198,732

流動負債合計 899,676 959,084

固定負債   

長期借入金 4,174 －

退職給付引当金 245,666 259,536

長期未払金 9,000 9,000

再評価に係る繰延税金負債 602,203 602,203

固定負債合計 861,044 870,740

負債合計 1,760,720 1,829,824

純資産の部   

株主資本   

資本金 731,404 731,404

利益剰余金 634,373 646,401

自己株式 △3,078 △3,126

株主資本合計 1,362,699 1,374,679

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △175 △335

繰延ヘッジ損益 5,106 781

土地再評価差額金 1,099,897 1,099,897

その他の包括利益累計額合計 1,104,829 1,100,343

純資産合計 2,467,528 2,475,022

負債純資産合計 4,228,249 4,304,846
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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 平成23年３月26日 
 至 平成23年６月25日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月26日 
 至 平成24年６月25日) 

売上高 1,313,179 1,420,989

売上原価 1,067,812 1,155,535

売上総利益 245,366 265,453

販売費及び一般管理費 182,957 178,794

営業利益 62,408 86,659

営業外収益   

受取利息 298 197

受取配当金 84 187

為替差益 1,888 －

受取手数料 132 442

その他 192 257

営業外収益合計 2,596 1,084

営業外費用   

支払利息 943 433

手形売却損 839 1,027

為替差損 － 386

その他 714 257

営業外費用合計 2,497 2,105

経常利益 62,507 85,637

特別損失   

固定資産除売却損 － 2

投資有価証券評価損 1,595 －

特別損失合計 1,595 2

税金等調整前四半期純利益 60,912 85,635

法人税、住民税及び事業税 8,402 29,563

法人税等調整額 17,270 4,912

法人税等合計 25,672 34,475

少数株主損益調整前四半期純利益 35,239 51,159

四半期純利益 35,239 51,159
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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 平成23年３月26日 
 至 平成23年６月25日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月26日 
 至 平成24年６月25日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 35,239 51,159

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 853 △160

繰延ヘッジ損益 △541 △4,325

その他の包括利益合計 312 △4,486

四半期包括利益 35,552 46,673

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 35,552 46,673

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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】 

前第１四半期連結累計期間（自平成23年３月26日 至平成23年６月25日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成24年３月26日 至平成24年６月25日） 

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。 

 該当事項はありません。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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