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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年11月期第3四半期の連結業績（平成22年12月1日～平成23年8月31日） 
（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 ％

23年11月期第3四半期 63,134 2.9 3,582 6.0 3,583 △1.4 2,008 40.1
22年11月期第3四半期 61,338 0.9 3,378 68.1 3,635 100.5 1,433 －

 

 
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

23年11月期第3四半期 25.83 － 
22年11月期第3四半期 17.84 － 

(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、潜在株式がないため、記載しておりません。 

 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

23年11月期第3四半期 109,901 66,967 60.1 870.68
22年11月期 113,021 68,998 60.4 863.44

（参考）自己資本    23年11月期第3四半期 66,097百万円       22年11月期 68,216百万円 

 
２．配当の状況 

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

22年11月期 － 8.00 － 10.00 18.00
23年11月期 － 8.00 －

23年11月期(予想)   10.00 18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：有・無 

 
３．平成23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23年11月30日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通  期 87,500 3.1 5,200 12.6 5,150 8.8 3,000 39.7 39.52

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有・無 

 

 



 

 

４．その他   （詳細は、【添付資料】P.2 「その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：有・無 

 新規 －社 (社名)  、除外 １社 (社名) 青島日毛紡織有限公司 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の会計方針の変更 ：有・無 
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・

手続、表示方法等の変更の有無となります。 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年11月期3Ｑ 88,478,858株 22年11月期 88,478,858株

② 期末自己株式数 23年11月期3Ｑ 12,564,819株 22年11月期 9,473,244 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年11月期3Ｑ 77,785,389株 22年11月期3Ｑ 80,355,043株

 
※ 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ますが、この四半期決算短
信の開示時点において、四半期財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料記載の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、上記の予
想と実際の業績との間には、今後の様々な要因によって差異が生じる場合があります。 
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平成23年７月８日公表の予想数値より変更ありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四半期連結会計期間より、青島日毛紡織有限公司は、出資金を譲渡したため、連結の範囲から除外してお

ります。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

③法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計基準に関する事項の変更 

 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表分）

及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用

しております。これによる損益への影響はありません。 

  

 「資産除去債務に関する会計基準」の適用  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日)

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、 百万円、経常利益は、 百万円、税金等調

整前四半期純利益は、 百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額

は 百万円であります。 

  

②表示方法の変更 

  （四半期連結損益計算書） 

 「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴

い、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

 前第３四半期連結累計期間において営業外収益に区分掲記していた「受取賃貸料」は、重要性が無くなったた

め、当第３四半期連結累計期間では、「その他」に含めております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業外収

益の「その他」に含まれる「受取賃貸料」は、 百万円であります。 

  

１．連結業績予想に関する定性的情報

２．その他の情報

10 10

211

331

51

-2-



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,687 13,014

受取手形及び売掛金 18,662 21,874

有価証券 1,103 －

商品及び製品 14,601 13,048

仕掛品 6,091 5,069

原材料及び貯蔵品 2,197 1,757

繰延税金資産 1,415 1,587

その他 1,796 1,711

貸倒引当金 △111 △147

流動資産合計 56,445 57,915

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 22,839 23,707

機械装置及び運搬具（純額） 3,286 3,556

土地 7,328 7,157

建設仮勘定 149 397

その他（純額） 524 533

有形固定資産合計 34,128 35,351

無形固定資産   

のれん 158 163

その他 327 368

無形固定資産合計 486 532

投資その他の資産   

投資有価証券 11,950 12,354

長期貸付金 335 335

破産更生債権等 65 448

長期前払費用 206 92

前払年金費用 4,595 4,713

繰延税金資産 426 435

その他 1,359 1,321

貸倒引当金 △98 △479

投資その他の資産合計 18,841 19,221

固定資産合計 53,456 55,105

資産合計 109,901 113,021
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,440 9,366

短期借入金 13,664 11,508

1年内償還予定の社債 249 404

未払法人税等 733 628

引当金 712 －

その他 4,964 7,040

流動負債合計 28,764 28,948

固定負債   

社債 262 461

長期借入金 792 1,286

繰延税金負債 1,878 1,843

退職給付引当金 3,079 3,016

役員退職慰労引当金 66 61

長期預り敷金保証金 7,586 8,005

資産除去債務 331 －

その他 174 400

固定負債合計 14,169 15,074

負債合計 42,934 44,022

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,465 6,465

資本剰余金 4,544 4,543

利益剰余金 62,448 61,776

自己株式 △7,512 △5,361

株主資本合計 65,945 67,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 568 1,115

繰延ヘッジ損益 △13 16

為替換算調整勘定 △404 △340

評価・換算差額等合計 151 791

少数株主持分 870 782

純資産合計 66,967 68,998

負債純資産合計 109,901 113,021
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 61,338 63,134

売上原価 46,450 47,782

売上総利益 14,887 15,351

販売費及び一般管理費 11,509 11,768

営業利益 3,378 3,582

営業外収益   

受取利息 77 53

受取配当金 286 262

受取賃貸料 50 －

その他 290 247

営業外収益合計 703 563

営業外費用   

支払利息 177 166

その他 268 395

営業外費用合計 446 561

経常利益 3,635 3,583

特別利益   

固定資産売却益 474 －

関係会社株式売却益 25 －

関係会社出資金譲渡益 － 470

負ののれん発生益 － 1

特別利益合計 499 472

特別損失   

投資有価証券評価損 0 29

事業構造改善費用 638 40

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 200

災害による損失 － 56

特別損失合計 639 327

税金等調整前四半期純利益 3,496 3,728

法人税、住民税及び事業税 1,432 1,144

法人税等調整額 522 464

法人税等合計 1,955 1,608

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,119

少数株主利益 107 110

四半期純利益 1,433 2,008
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,496 3,728

減価償却費 2,780 2,634

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 200

のれん償却額 26 53

貸倒引当金の増減額（△は減少） △98 △443

退職給付引当金の増減額（△は減少） △58 66

前払年金費用の増減額（△は増加） 267 117

受取利息及び受取配当金 △363 △315

支払利息 177 166

持分法による投資損益（△は益） △49 △40

投資有価証券評価損益（△は益） 0 29

関係会社株式売却損益（△は益） △25 －

関係会社出資金譲渡損益（△は益） － △470

固定資産売却損益（△は益） △474 －

固定資産除却損 592 39

売上債権の増減額（△は増加） 2,806 3,400

たな卸資産の増減額（△は増加） △241 △2,974

仕入債務の増減額（△は減少） △30 △1,085

その他 △1,383 △1,458

小計 7,422 3,648

利息及び配当金の受取額 382 311

利息の支払額 △174 △165

法人税等の支払額 △796 △1,033

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,834 2,761

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △510 △1,004

定期預金の払戻による収入 258 6

有価証券の取得による支出 △999 △1,503

有価証券の償還による収入 2,399 500

固定資産の取得による支出 △1,238 △1,304

固定資産の売却による収入 495 2

投資有価証券の取得による支出 △508 △952

投資有価証券の売却及び償還による収入 10 500

関係会社株式の売却による収入 41 －

関係会社出資金の譲渡による収入 － 503

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得によ
る収入 － 40

貸付けによる支出 △217 △141

貸付金の回収による収入 162 100

その他 △22 42

投資活動によるキャッシュ・フロー △129 △3,210
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 394 2,228

長期借入れによる収入 50 45

長期借入金の返済による支出 △1,023 △901

社債の発行による収入 300 －

社債の償還による支出 △433 △354

自己株式の売却による収入 1 1

自己株式の取得による支出 △543 △2,152

配当金の支払額 △1,408 △1,365

長期預り敷金及び保証金の受入による収入 117 175

長期預り敷金及び保証金の返還による支出 △665 △590

その他 △13 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,225 △2,932

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,475 △3,366

現金及び現金同等物の期首残高 11,916 13,059

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 72

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,392 9,765
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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