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1.  平成26年4月期第1四半期の連結業績（平成25年5月1日～平成25年7月31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 ％

26年4月期第1四半期 2,029 △9.5 18 ― 20 ― 4 ―
25年4月期第1四半期 2,243 △21.9 △34 ― △55 ― △70 ―

（注）包括利益 26年4月期第1四半期 24百万円 （―％） 25年4月期第1四半期 △59百万円 （―％）

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

26年4月期第1四半期 0.69 ―
25年4月期第1四半期 △11.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年4月期第1四半期 7,615 5,084 66.8
25年4月期 7,638 5,159 67.5
（参考） 自己資本   26年4月期第1四半期  5,084百万円 25年4月期  5,159百万円

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

25年4月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00
26年4月期 ―
26年4月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3. 平成26年 4月期の連結業績予想（平成25年 5月 1日～平成26年 4月30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) 4,489 3.0 65 328.1 66 ― 39 ― 6.67
通期 9,478 9.7 259 100.8 262 130.5 150 281.9 25.53



(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 

(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おりますが、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ます。 

※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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年4月期1Q 6,085,401 株 25年4月期 6,085,401 株
② 期末自己株式数 26年4月期1Q 171,796 株 25年4月期 171,796 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年4月期1Q 5,913,605 株 25年4月期1Q 5,913,187 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、新政権の経済政策や金融緩和により円高修正や

株価の上昇が見られ、全体として景気回復への期待感が高まってきていますが、長引く欧州経済の停滞

や新興国経済の減速などの影響もあり、依然として先行きは不透明な状況で推移しました。 

このような環境下、当第１四半期連結累計期間においては、売上面では、特に防護服・環境資機材事

業、たたみ資材事業において減収傾向が大きく、また利益面では、前年同四半期は上場関連費用等の特

殊要因があったため、当第１四半期連結累計期間の売上高は、2,029百万円（前年同四半期比9.5％

減）、営業利益は18百万円（前年同四半期は営業損失34百万円）、経常利益は20百万円（前年同四半期

は経常損失55百万円）、四半期純利益は4百万円（前年同四半期は四半期純損失70百万円）となり減収

増益となりました。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。  

主力事業であります防護服・環境資機材事業におきましては、原子力発電所向け販売が伸び悩んだこ

とに加え、一般産業向け需要も本格的な景気回復には至らず、比較的低調に推移しました。この結果、

売上高は868百万円(前年同四半期比12.6％減)、セグメント利益(営業利益)は69百万円(前年同四半期比

19.3％減)となり減収減益となりました。  

たたみ資材事業におきましては、前連結会計年度においても流通段階の畳表の供給量が需要に比べて

多い状況で推移しましたが、当第１四半期連結累計期間においてもこの傾向が続いており、畳表等の販

売が低調に推移しました。この結果、売上高は413百万円(前年同四半期比18.3％減)、セグメント利益

(営業利益)は13百万円(前年同四半期比28.2％減)となり減収減益となりました。  

アパレル資材事業におきましては、カジュアル、スポーツ分野は依然販売減少傾向にありますが、ユ

ニフォーム分野の需要が若干改善傾向にありました。また利益面では、資材の価格が昨年に比べ、比較

的安定したこともあり、売上高は539百万円（前年同四半期比3.6％減）、セグメント利益（営業利益）

は45百万円（前年同四半期比34.7％増）となり減収増益となりました。  

なお、報告セグメントに配分していない一般管理費の全社費用は107百万円であります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、5,731百万円となりました。これは、主として

現金及び預金が213百万円減少し、商品及び製品などのたな卸資産が79百万円増加したことなどにより

ます。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％増加し、1,884百万円となりました。これは、主として

本社社屋建替えなどにより有形固定資産が136百万円増加したことなどが原因であります。 

この結果総資産は、前連結会計年度末に比べて22百万円減少し、7,615百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて8.7％増加し、2,149百万円となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が219百万円増加、１年内償還予定の社債が85百万円増加し、本社社屋建替えの代

金支払いなどにより未払金が94百万円減少したことなどによります。  

  固定負債は、前連結会計年度末に比べて23.9％減少し、382百万円となりました。これは、主として

１年内償還予定の社債を流動負債へ振り替えたため、社債が110百万円減少したことなどによります。

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

（２）財政状態に関する説明

（資産）

（負債）
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.5％減少し、5,084百万円となりました。これは、主とし

て配当等で利益剰余金が96百万円減少し、その他の包括利益累計額が20百万円増加したことなどにより

ます。  

  

平成26年４月期の連結業績予想につきましては、平成25年６月12日に公表いたしました連結業績予想

に変更ありません。  

  

  

  

  

（純資産）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,159,252 1,945,293

受取手形及び売掛金 2,352,452 2,357,212

商品及び製品 1,078,598 1,150,208

原材料 174,804 182,994

その他 105,494 101,237

貸倒引当金 △7,361 △5,377

流動資産合計 5,863,241 5,731,569

固定資産   

有形固定資産 1,358,536 1,495,490

無形固定資産 105,839 97,553

投資その他の資産   

投資有価証券 177,961 162,572

その他 133,390 128,744

貸倒引当金 △443 △114

投資その他の資産合計 310,908 291,201

固定資産合計 1,775,284 1,884,245

資産合計 7,638,525 7,615,814

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,532,342 1,752,009

短期借入金 13,700 13,700

1年内償還予定の社債 50,000 135,000

未払金 183,772 89,174

未払法人税等 53,255 5,504

賞与引当金 58,700 31,900

その他 85,146 122,409

流動負債合計 1,976,916 2,149,697

固定負債   

社債 180,000 70,000

退職給付引当金 225,541 214,814

役員退職慰労引当金 96,320 97,200

固定負債合計 501,861 382,014

負債合計 2,478,778 2,531,711
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,052,877 1,052,877

利益剰余金 3,190,240 3,093,819

自己株式 △22,670 △22,670

株主資本合計 5,108,092 5,011,672

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,604 29,472

為替換算調整勘定 12,049 42,957

その他の包括利益累計額合計 51,654 72,430

純資産合計 5,159,746 5,084,103

負債純資産合計 7,638,525 7,615,814
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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24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年７月31日) 

売上高 2,243,529 2,029,276

売上原価 1,837,984 1,652,028

売上総利益 405,545 377,248

販売費及び一般管理費 439,563 359,115

営業利益又は営業損失（△） △34,018 18,133

営業外収益   

受取利息 194 168

受取配当金 1,770 1,817

受取賃貸料 677 660

その他 225 1,548

営業外収益合計 2,868 4,195

営業外費用   

支払利息 666 661

為替差損 2,024 1,009

上場関連費用 22,000 －

その他 12 15

営業外費用合計 24,702 1,685

経常利益又は経常損失（△） △55,852 20,642

特別利益   

固定資産売却益 － 242

特別利益合計 － 242

特別損失   

固定資産売却損 － 805

固定資産除却損 9,695 840

減損損失 － 155

特別損失合計 9,695 1,801

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（△）

△65,548 19,082

法人税、住民税及び事業税 4,500 5,155

法人税等調整額 549 9,816

法人税等合計 5,050 14,972

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△70,598 4,110

四半期純利益又は四半期純損失（△） △70,598 4,110
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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24年５月１日 
 至 平成24年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
 至 平成25年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△70,598 4,110

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,799 △10,131

為替換算調整勘定 21,162 30,908

その他の包括利益合計 11,362 20,776

四半期包括利益 △59,235 24,887

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △59,235 24,887

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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７月31日) 

該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成24年７月31日) 

１．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 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額1,014千円、及び、報告セグメントに配分し

ていない一般管理費等の全社費用△178,015千円であります。 

３  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失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５月１日  至  平成25年７月31日) 

１．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 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額15千円、及び、報告セグメントに配分してい

ない一般管理費等の全社費用△107,344千円であります。 

３  セグメント利益は、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。 

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

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

防護服・
環境資機材

たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

993,530 506,297 559,714 2,059,541 183,987 2,243,529 ― 2,243,529

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

41 ― 2,324 2,365 7,368 9,734 △9,734 ―

計 993,571 506,297 562,038 2,061,907 191,356 2,253,264 △9,734 2,243,529

セグメント利益 86,200 18,912 33,485 138,598 4,383 142,981 △177,000 △34,018

(単位：千円)

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

防護服・
環境資機材

たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

868,662 413,806 539,609 1,822,078 207,198 2,029,276 ― 2,029,276

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

796 0 8,978 9,775 12,412 22,188 △22,188 ―

計 869,458 413,807 548,588 1,831,854 219,610 2,051,464 △22,188 2,029,276

セグメント利益 69,585 13,570 45,106 128,262 △2,799 125,462 △107,329 18,133
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