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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3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 ％

22年12月期第1四半期 13,312 58.0 2,883 111.4 2,914 109.1 1,688 143.6
21年12月期第1四半期 8,423 ― 1,363 ― 1,394 ― 693 ―

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

22年12月期第1四半期 64.54 ―
21年12月期第1四半期 26.49 ―

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

22年12月期第1四半期 26,005 14,133 54.3 540.27
21年12月期 23,214 12,722 54.8 486.28

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  14,133百万円 21年12月期  12,722百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
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

21年12月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

13,000 8.5 1,800 18.6 1,800 15.2 1,000 26.3 38.22

通期 24,000 2.1 3,000 12.8 3,000 10.1 1,700 20.9 64.97
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 27,089,400株 21年12月期  27,089,400株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  928,420株 21年12月期  927,275株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 26,161,542株 21年12月期第1四半期 26,168,525株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気に持ち直しの兆しは見えるものの、雇用情勢の改善が見られ

ないことから個人消費が低迷するなど、引き続き不透明な状況が続いています。 

このような経営環境下、平成20年度よりスタートした中期経営計画「帝国繊維（テイセン)２０１０」の最終年度を迎

えた当社グループは、 

「総合的で専門性の高い防災・危機管理事業」 

「リネン（麻）の総合事業」 

という二つの事業を更に価値ある事業に磨き上げるべく、グループ一丸となって取り組んでまいりました。 

  

 当第１四半期における事業別の概況は以下のとおりであります。 

   

 ＜防災事業＞  

防災事業では、官公庁・地方自治体の年度末を控え、昨年度受注した補正予算関係の消防用ホース、NBC関連資機材、

救助工作車などの防災特殊車輌、などが大きく売上を伸ばしました。 

その結果、防災事業の売上高は101億７千８百万円（前年同期比47.１％増）、営業利益は27億２千８百万円（同

90.3％増）となりました。 

  

＜繊維事業＞ 

繊維事業では、リネンを中心とした原糸・生地販売などで未だ厳しい市場環境が続いていますが、官公庁向け繊維資

材などの売上が伸びたことから、売上高は28億７千９百万円（前年同期比126.1％増）、営業利益は２億８千７百万円

（同286.8％増）となりました。なお、高機能繊維を中心とした産業資材分野ではやや回復の兆しも見られるようになり

ました。 

  

＜不動産賃貸事業・その他＞ 

不動産賃貸事業・その他では、その他事業に含まれる運搬機械製造の受注がやや持ち直したことから、売上高は２億

５千４百万円（前年同期比11.4％増）、営業利益は９千３百万円（同13.7％増）となりました。 

  

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は133億１千２百万円（前年同期比58.0％増）、営業利益は28億８千３

百万円(同111.4％増)、経常利益は29億１千４百万円(同109.1％増)、四半期純利益は16億８千８百万円（同143.6％増）

と、いずれも前年同期比大幅な増収増益となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べて総資産が27億９千１百万円増加し、260億５百

万円となりました。この主な増加要因としては、好調な売上増を反映した受取手形や売掛金の増加のほか、上場株式の含

み益の増加などが挙げられます。 

 負債は、支払債務の増加や未払法人税等の増加により、前連結会計年度末に比べて13億７千９百万円増加し、118億７

千１百万円となりました。 

 純資産につきましては、利益剰余金の増加に加え、上場株式の含み益の増加などがあり、前連結会計年度末に比べて14

億１千１百万円増加し、141億３千３百万円となりました。 

  

 ［キャッシュフローの状況］  

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ１億４千９百万円減少し、41

億７千２百万円となりました。 

  

 ＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 営業活動による資金は、増収増益の結果、税金等調整前四半期純利益を29億７百万円計上し、一方で増販に伴う売上債

権の大幅な増加や法人税等の支払額の増加等により、前年同期に比べ８億６千７百万円減少し、４億４千３百万円に止ま

りました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 ＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 投資活動による資金の支出は、鹿沼工場の機械設備投資等があり、前年同期に比べ４千１百万円増加し、１億２千１百

万円となりました。 

  

 ＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞ 

 財務活動による資金の支出は、配当金の支払等があり、前年同期に比べ１億４千５百万円増加し、４億７千１百万円と

なりました。 

  

 当第１四半期の業績は、防災事業の季節性と大型補正予算関連の納期の集中により大きく膨らみましたが、現時点では

平成22年２月12日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

 第２四半期連結累計期間ならびに通期の業績見込みにつきましては現在精査中であり、今後、開示すべき事項が判明し

た場合には、速やかに開示いたします。  

  

該当事項はありません。  

  

①たな卸資産の評価方法 

 当社及び連結子会社は、当第1四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連

結会計年度末に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

  当社及び連結子会社は、定率法を採用している資産に関しては、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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）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

（３）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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,672,123 3,821,531

受取手形及び売掛金 11,867,282 7,187,902

有価証券 499,924 499,909

商品及び製品 1,844,197 3,609,716

仕掛品 603,492 1,040,708

原材料及び貯蔵品 225,387 283,390

繰延税金資産 137,204 96,744

その他 142,058 122,616

貸倒引当金 △48,419 △45,154

流動資産合計 18,943,251 16,617,365

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,071,582 2,081,652

機械装置及び運搬具（純額） 401,303 379,869

工具、器具及び備品（純額） 73,636 62,458

土地 261,480 263,315

建設仮勘定 27,983 15,577

有形固定資産合計 2,835,986 2,802,872

無形固定資産   

借地権 39,904 39,904

その他 117,893 94,380

無形固定資産合計 157,798 134,285

投資その他の資産   

投資有価証券 3,800,243 3,379,847

長期貸付金 7,524 8,031

繰延税金資産 117,336 132,690

その他 153,051 149,284

貸倒引当金 △9,811 △10,125

投資その他の資産合計 4,068,343 3,659,728

固定資産合計 7,062,128 6,596,886

資産合計 26,005,379 23,214,251
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年３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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,494,466 6,248,652

短期借入金 77,200 77,200

役員賞与引当金 12,750 51,000

賞与引当金 116,247 －

未払法人税等 1,230,225 710,154

その他 835,484 458,601

流動負債合計 8,766,374 7,545,608

固定負債   

長期借入金 59,300 78,600

長期預り保証金 1,264,928 1,279,874

繰延税金負債 1,417,731 1,233,719

退職給付引当金 82,934 80,789

役員退職慰労引当金 280,200 273,475

固定負債合計 3,105,094 2,946,458

負債合計 11,871,468 10,492,067

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,373,364 1,373,364

資本剰余金 747,558 747,558

利益剰余金 10,618,394 9,453,137

自己株式 △364,730 △364,213

株主資本合計 12,374,586 11,209,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,763,217 1,511,366

繰延ヘッジ損益 △3,892 972

評価・換算差額等合計 1,759,324 1,512,338

純資産合計 14,133,911 12,722,184

負債純資産合計 26,005,379 23,214,251
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（２）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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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

売上高 8,423,356 13,312,155

売上原価 6,260,634 9,657,574

売上総利益 2,162,721 3,654,580

販売費及び一般管理費 799,103 771,279

営業利益 1,363,618 2,883,301

営業外収益   

受取利息 4,167 1,878

受取配当金 25,782 31,422

その他 11,424 5,725

営業外収益合計 41,375 39,025

営業外費用   

支払利息 2,947 1,983

手形売却損 130 5

持分法による投資損失 4,313 4,299

その他 3,490 1,060

営業外費用合計 10,883 7,349

経常利益 1,394,110 2,914,978

特別利益   

固定資産売却益 － 95

特別利益合計 － 95

特別損失   

固定資産処分損 － 7,159

たな卸資産評価損 40,445 －

特別損失合計 40,445 7,159

税金等調整前四半期純利益 1,353,665 2,907,913

法人税、住民税及び事業税 599,153 1,229,955

法人税等調整額 61,254 △10,541

法人税等合計 660,408 1,219,414

四半期純利益 693,257 1,688,499
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３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 1,353,665 2,907,913

減価償却費 73,440 79,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,955 2,950

受取利息及び受取配当金 △29,950 △33,300

支払利息 2,947 1,983

持分法による投資損益（△は益） 4,313 4,299

賞与引当金の増減額（△は減少） 106,341 116,247

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △30,000 △38,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,866 2,145

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 550 6,725

固定資産処分損益（△は益） － 7,064

売上債権の増減額（△は増加） △1,898,384 △4,647,273

たな卸資産の増減額（△は増加） 294,004 2,260,739

仕入債務の増減額（△は減少） 1,400,293 239,773

預り保証金の増減額（△は減少） △14,728 △14,946

その他の流動資産の増減額（△は増加） 118,024 △23,301

その他の流動負債の増減額（△は減少） 86,650 242,445

その他 △2,335 △1,760

小計 1,502,655 1,113,115

利息及び配当金の受取額 29,950 32,970

利息の支払額 △2,929 △1,935

法人税等の支払額 △218,670 △700,199

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,311,005 443,950

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △76,181 △88,399

有形固定資産の売却による収入 － 7,046

有形固定資産の除却による支出 － △1,303

無形固定資産の取得による支出 △4,696 △34,860

投資有価証券の取得による支出 △60 △57

貸付金の回収による収入 987 507

その他 － △4,300

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,951 △121,367

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 540,000 540,000

短期借入金の返済による支出 △540,000 △540,000

長期借入金の返済による支出 △8,300 △19,300

自己株式の取得による支出 △913 △516

配当金の支払額 △317,400 △452,159

財務活動によるキャッシュ・フロー △326,614 △471,976

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 904,440 △149,393

現金及び現金同等物の期首残高 2,553,849 4,321,441

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,458,290 4,172,047
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 該当事項はありません。 

  

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

  

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

 （注）１．事業区分はその類似性により下記の区分としております。 

繊維……………純麻、麻混紡、化合繊等 

防災……………消防ホース、救助工作車、救助器具等 

不動産賃貸……ビル、ショッピングセンター等賃貸事業 

その他…………運搬機械製造、遊技場経営等 

  

    ２．会計処理の方法の変更 

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

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）を適用しております。なお、この変更に伴うセグメント情報へ与える影響は軽微であります。 

    ３．追加情報 

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

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として、資産の利

用状況を見直した結果、機械装置について、当第１四半期連結会計期間から、耐用年数を主として10年か

ら７年に短縮しております。なお、この変更に伴うセグメント情報へ与える影響は軽微であります。 

  

  前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  繊維 
（千円） 

防災
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,273,138 6,921,465 116,214 112,537  8,423,356  － 8,423,356

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 13,195 2,579 6,030 111  21,915  (21,915) －

計  1,286,333 6,924,045 122,244 112,648  8,445,272  (21,915) 8,423,356

営業利益  74,370 1,433,561 82,220 360  1,590,513  (226,895) 1,363,618

  繊維 
（千円） 

防災
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,879,007 10,178,211 115,817 139,118  13,312,155  － 13,312,155

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 22,701 6,481 6,030 85  35,298  (35,298) －

計  2,901,709 10,184,693 121,847 139,203  13,347,453  (35,298) 13,312,155

営業利益  287,686 2,728,762 80,426 13,453  3,110,329  (227,027) 2,883,301

〔所在地別セグメント情報〕
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  前第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日） 

  海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

    

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

（６）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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