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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、第２四半期から比較するとわずかながら減速するものと懸念

されています。今後についても中国経済の減速等、不安定な状況にあり、先行き不透明な状況が続くと予想されま

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により、新たな販路開拓に努めましたが各産地の動きが期間を通じて鈍く、その結果

当第３四半期連結累計期間につきましては、同部門の売上高は33億８百万円となり、前年同期比４億４百万円

（10.9％）の減収となりました。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、各分野への取り組みを進めましたが、同部門の売上高は17億18百万円となり、前年同期比91百万円（5.1％）

の減収となりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は50億26百万円（前年同期比４億96百万円の減少）となりまし

た。利益面におきましては、円安による輸入原料高の影響もありましたが、営業利益は１億46百万円（同５百万円

の減少）、経常利益は１億31百万円（同20百万円の減少）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61百万円を計上しました結果、四半期純利益は69百万円となり、前年同期比20百万円の減益となりま

した。 

 また、財務面におきましては、有利子負債は３億17百万円となり、前連結会計年度末比で１億87百万円の減少と

なりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

 資産、負債及び純資産の状況

 当第３四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４億２百万円減の48億91百万円となり

ました。これは主として売上債権の減少と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４億39百万円減の21億39百万円となりました。これは主として仕入債務、長短借入金の減少と再評価に係

る繰延税金負債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36百万円増の27億52百万円

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56.1％となりまし

た。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 第３四半期会計期間は、子会社の利益面での貢献がありましたが、１～３月については暖冬等の影響により厳し

い展開が予想されるため、平成27年11月４日に公表しました、平成28年３月期の通期連結業績予想を変更しており

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

 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

 該当事項はありません。

 

（４）追加情報

（法人税等の税率の変更による影響）

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）および「地方税法等の一部を改正する法律」（平

成27年法律第２号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

等の引き下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法

定実効税率は従来の35.38％から平成28年３月26日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異について

は33.02％に、平成29年３月26日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.22％と

なりました。 

 この変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は8,434千円減少し、法人税等調

整額が8,510千円、その他有価証券評価差額金が75千円、それぞれ増加しております。 

 また、再評価に係る繰延税金負債は53,786千円減少し、土地再評価差額金が同額増加しております。 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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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27年３月25日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月25日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 88,508 94,297 

受取手形及び売掛金 1,369,924 1,248,508 

電子記録債権 71,617 76,563 

商品及び製品 610,302 592,845 

仕掛品 95,268 80,336 

原材料及び貯蔵品 505,331 313,417 

繰延税金資産 37,137 23,512 

その他 64,893 60,893 

貸倒引当金 △549 △485 

流動資産合計 2,842,436 2,489,889 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 1,809,257 1,804,962 

減価償却累計額 △1,592,726 △1,603,010 

建物及び構築物（純額） 216,531 201,952 

機械装置及び運搬具 2,078,646 2,080,711 

減価償却累計額 △1,983,708 △2,003,660 

機械装置及び運搬具（純額） 94,938 77,050 

土地 1,702,657 1,702,657 

建設仮勘定 6,230 3,990 

その他 187,453 198,094 

減価償却累計額 △165,670 △149,832 

その他（純額） 21,782 48,262 

有形固定資産合計 2,042,140 2,033,912 

無形固定資産    

のれん 149,145 108,633 

その他 11,190 8,348 

無形固定資産合計 160,336 116,981 

投資その他の資産    

投資有価証券 11,330 11,008 

繰延税金資産 95,597 87,637 

その他 147,055 156,577 

貸倒引当金 △5,119 △4,687 

投資その他の資産合計 248,863 250,535 

固定資産合計 2,451,339 2,401,430 

資産合計 5,293,775 4,891,319 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月25日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成27年12月25日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 898,385 782,839 

短期借入金 397,804 281,850 

未払法人税等 47,955 10,984 

賞与引当金 41,122 16,279 

その他 201,543 180,894 

流動負債合計 1,586,811 1,272,847 

固定負債    

長期借入金 108,000 36,000 

退職給付に係る負債 272,316 272,830 

長期未払金 9,000 9,000 

再評価に係る繰延税金負債 602,203 548,416 

固定負債合計 991,519 866,246 

負債合計 2,578,331 2,139,094 

純資産の部    

株主資本    

資本金 731,404 731,404 

利益剰余金 825,414 856,188 

自己株式 △3,434 △3,706 

株主資本合計 1,553,384 1,583,886 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 2,255 1,625 

繰延ヘッジ損益 1,338 △3,344 

土地再評価差額金 1,099,897 1,153,683 

為替換算調整勘定 60,074 10,582 

退職給付に係る調整累計額 △9,770 △2,442 

その他の包括利益累計額合計 1,153,793 1,160,105 

少数株主持分 8,265 8,233 

純資産合計 2,715,444 2,752,225 

負債純資産合計 5,293,775 4,891,319 
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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26年３月26日 
 至 平成26年12月25日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月26日 
 至 平成27年12月25日) 

売上高 5,522,506 5,026,295 

売上原価 4,694,762 4,201,709 

売上総利益 827,744 824,586 

販売費及び一般管理費 676,074 678,177 

営業利益 151,669 146,408 

営業外収益    

受取利息 2,663 1,709 

受取配当金 331 319 

為替差益 479 － 

受取手数料 4,266 2,314 

その他 2,260 1,001 

営業外収益合計 10,001 5,345 

営業外費用    

支払利息 7,137 5,157 

手形売却損 2,028 1,757 

為替差損 － 12,490 

その他 157 590 

営業外費用合計 9,323 19,995 

経常利益 152,347 131,757 

特別損失    

固定資産除売却損 1,924 － 

特別損失合計 1,924 － 

税金等調整前四半期純利益 150,423 131,757 

法人税、住民税及び事業税 59,043 41,644 

法人税等調整額 △776 19,293 

法人税等合計 58,266 60,938 

少数株主損益調整前四半期純利益 92,156 70,819 

少数株主利益 1,436 921 

四半期純利益 90,719 69,898 
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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26年３月26日 
 至 平成26年12月25日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年３月26日 
 至 平成27年12月25日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 92,156 70,819 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 91 △629 

繰延ヘッジ損益 △424 △4,763 

為替換算調整勘定 20,409 △50,364 

退職給付に係る調整額 － 7,328 

その他の包括利益合計 20,076 △48,428 

四半期包括利益 112,232 22,390 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 110,489 22,423 

少数株主に係る四半期包括利益 1,743 △32 
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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。

 

（セグメント情報等）

セグメント情報

前第３四半期連結累計期間（自平成26年３月26日 至平成26年12月25日）及び当第３四半期連結累計期間（自平成

27年３月26日 至平成27年12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。
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