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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の経済は、政府および日銀の経済・金融政策によって、企業業績に改

善が見られ、引き続き緩やかな回復基調が続きましたが、原油安や米国の利上げ、中国等アジア諸国の経済成長の

鈍化など、不安定な状況がみられ、景気は依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような環境下、当第３四半期連結累計期間においては、主力事業であります防護服・環境資機材事業は増収

となりましたが、たたみ資材事業をとりまく環境は引続き厳しく、また、アパレル資材事業および中国子会社にお

いても当初計画の売上を確保することができなかったため、売上高は7,477百万円（前年同四半期比2.7％減）と減

収となりました。また、特にアパレル資材事業と中国子会社の減収の影響が大きく、営業利益は34百万円（前年同

四半期比75.0％減）、経常利益は43百万円（前年同四半期比69.4％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は80百

万円（前年同四半期比28.0％減）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。

防護服・環境資機材事業におきましては、従来からの一般産業向け需要に加え、官公庁関連の大口需要への対応

に注力しました。この結果、売上高は3,357百万円（前年同四半期比11.4％増）と増収となり、セグメント利益（営

業利益）も261百万円（前年同四半期比17.9％増）と、増収増益になりました。

たたみ資材事業におきましては、前期顕著であった消費税増税に伴う駆け込み需要の反動の影響が長引いており、

需要の低迷が続いているため、売上高は1,058百万円（前年同四半期比9.7％減）、セグメント利益（営業利益）も26

百万円（前年同四半期比1.3％減）と、減収減益になりました。

アパレル資材事業におきましては、メンズカジュアル部門の売上が低調に推移したため、売上高は2,315百万円

（前年同四半期比7.1％減）、セグメント利益（営業利益）は77百万円（前年同四半期比35.8％減）となり減収減益と

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等の全社費用は308百万円であります。

　

（２）財政状態に関する説明

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.5％増加し、6,576百万円となりました。これは、主として官公庁関

連の大口需要への対応などで受取手形及び売掛金が531百万円増加、商品及び製品が345百万円増加し、現金及び

預金が397百万円減少したためであります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて6.1％増加し、1,968百万円となりました。これは、主としてアゼアス

デザインセンター秋田の新設計画等で有形固定資産が181百万円増加し、投資有価証券の売却等で投資その他の資

産が72百万円減少したためであります。

この結果総資産は、前連結会計年度末に比べて626百万円増加し、8,544百万円となりました。

（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて32.3％増加し、2,696百万円となりました。これは、主として官公庁関

連の大口需要への対応などで支払手形及び買掛金が537百万円増加、アゼアスデザインセンター秋田の新設計画に

伴う有形固定資産の取得等で未払金が144百万円増加したためであります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて23.1％増加し、667百万円となりました。これは、長期借入金が225百

万円増加したためであります。

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2.9％減少し、5,180百万円となりました。これは、主として自己株

式の取得等で株主資本が122百万円減少したためであります。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年４月期の連結業績予想につきましては、平成27年９月25日に公表いたしました連結業績予想に変更あり

ません。
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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

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配

株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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３．四半期連結財務諸表

（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４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,130,624 1,733,265

受取手形及び売掛金 2,727,457 3,258,792

商品及び製品 878,813 1,224,337

原材料 219,684 198,608

その他 129,349 181,759

貸倒引当金 △22,339 △20,347

流動資産合計 6,063,589 6,576,415

固定資産

有形固定資産 1,337,768 1,519,143

無形固定資産 115,700 119,795

投資その他の資産

投資有価証券 242,707 168,118

保険積立金 99,567 101,042

その他 64,468 66,625

貸倒引当金 △5,582 △6,702

投資その他の資産合計 401,161 329,084

固定資産合計 1,854,630 1,968,024

資産合計 7,918,220 8,544,440

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,653,005 2,190,318

短期借入金 13,700 13,700

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 - 75,000

未払金 35,220 180,020

未払法人税等 31,362 21,096

賞与引当金 63,852 29,706

その他 160,854 106,537

流動負債合計 2,037,994 2,696,378

固定負債

社債 235,000 155,000

長期借入金 - 225,000

退職給付に係る負債 168,415 166,864

役員退職慰労引当金 111,740 106,140

繰延税金負債 26,696 14,132

固定負債合計 541,852 667,136

負債合計 2,579,847 3,363,515
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年４月30日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,096,906 1,095,885

利益剰余金 3,219,257 3,240,348

自己株式 △60,317 △203,255

株主資本合計 5,143,491 5,020,624

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 78,689 47,009

為替換算調整勘定 116,191 113,289

その他の包括利益累計額合計 194,881 160,299

純資産合計 5,338,373 5,180,924

負債純資産合計 7,918,220 8,544,440
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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５月１日
　至 平成27年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年５月１日
　至 平成28年１月31日)

売上高 7,687,571 7,477,267

売上原価 6,334,571 6,172,184

売上総利益 1,352,999 1,305,082

販売費及び一般管理費 1,213,816 1,270,239

営業利益 139,183 34,843

営業外収益

受取利息 484 513

受取配当金 5,087 4,162

為替差益 - 2,983

受取賃貸料 2,035 120

保険解約返戻金 - 2,450

その他 3,177 1,778

営業外収益合計 10,785 12,008

営業外費用

支払利息 2,465 2,147

社債発行費 2,863 -

為替差損 1,782 -

その他 249 1,002

営業外費用合計 7,361 3,150

経常利益 142,606 43,702

特別利益

固定資産売却益 2,380 8,247

投資有価証券売却益 271 75,927

特別利益合計 2,652 84,175

特別損失

固定資産売却損 - 34

固定資産除却損 12 901

減損損失 91 37

投資有価証券評価損 - 526

特別損失合計 103 1,499

税金等調整前四半期純利益 145,156 126,378

法人税、住民税及び事業税 20,192 33,762

法人税等調整額 12,639 11,771

法人税等合計 32,831 45,534

四半期純利益 112,325 80,843

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 112,325 80,843
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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５月１日
　至 平成27年１月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年５月１日
　至 平成28年１月31日)

四半期純利益 112,325 80,843

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 24,583 △31,679

為替換算調整勘定 24,562 △2,901

その他の包括利益合計 49,145 △34,581

四半期包括利益 161,470 46,262

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 161,470 46,262

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年５月１日 至 平成27年１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

(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

3,014,206 1,172,772 2,492,599 6,679,578 1,007,993 7,687,571 ― 7,687,571

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1,801 ― 4,189 5,990 60,875 66,866 △66,866 ―

計 3,016,007 1,172,772 2,496,789 6,685,569 1,068,868 7,754,437 △66,866 7,687,571

セグメント利益 221,574 26,553 120,770 368,898 34,675 403,574 △264,391 139,183

(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△2,661千円、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△261,729千円であります。

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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年５月１日 至 平成28年１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

(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

3,357,945 1,058,668 2,315,242 6,731,855 745,412 7,477,267 ― 7,477,267

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

4,498 11 6,299 10,809 91,655 102,464 △102,464 ―

計 3,362,443 1,058,679 2,321,542 6,742,664 837,067 7,579,732 △102,464 7,477,267

セグメント利益 261,151 26,220 77,476 364,848 △19,067 345,780 △310,936 34,843

(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△2,627千円、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△308,309千円であります。

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。
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