
  

１．平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

   平成22年12月期 期末配当金の内訳 普通配当20円00銭 特別配当5円00銭 

  

３．平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期       11,914  △27.3  1,842  △38.8  1,917  △37.5  1,047  △40.2

22年12月期第２四半期  16,393  36.8  3,009  98.2  3,065  96.1  1,750  121.0

  
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12月期第２四半期  40  03  －      

22年12月期第２四半期  66  91  －      

  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12月期第２四半期  24,207  16,272  67.2  622 12

22年12月期  24,584  15,634  63.6  597  68

（参考）自己資本 23年12月期第２四半期 16,272百万円 22年12月期 15,634百万円

  
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12月期  －        0 00 －      25 00  25  00

23年12月期  －        0 00       

23年12月期（予想）     －      20 00  20  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％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  25,000  △4.5  3,700  △8.6  3,800  △7.7  2,000  △14.4  76  46

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（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。 

  

（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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

  

（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） 

  
  

※  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きの対象外であり、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財務諸表のレビュー手続きは終了していません。  

  

※  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、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四半期決算短信［添付資料］Ｐ.３「１．(3)連

結業績予想に関する定性的情報」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  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有

②  ①以外の変更              ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期２Ｑ 27,089,400株 22年12月期 27,089,400株

②  期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 932,869株 22年12月期 931,502株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 26,157,084株 22年12月期２Ｑ 26,161,030株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部に景気持ち直しの兆しは見られたものの、雇用・所得環境

に改善が見られないことから個人消費が低迷していることに加え、３月以降は東日本大震災による影響から、先行き不

透明な状況で推移しました。 

このような経営環境下、平成23年度より中期経営計画「帝国繊維(テイセン)２０１３」をスタートさせた当社グル

ープは、「社会にかけがえのない企業をめざして」価値ある事業を更に磨き上げるべく 

・ 総合防災事業の深化・充実・拡大 

・ “リネンの帝国繊維”を市場に確立する 

という二つの目標に向けて、グループ一丸となって取り組んでまいりました。  

当第２四半期連結累計期間におけるセグメント別の概況は以下のとおりであります。 

  

＜防災＞ 

補正予算関連の受注のほか、昨年度受注したCBRNE関連資機材や防災特殊車輌の売上などが業績に寄与しました。東

日本大震災以降は、電力会社など民間企業向け防災資機材などが売上を伸ばしました。前年同期と比べますと、消防ホ

ース、一般防災資機材などの売上が減少したことから、売上高は83億６百万円（前年同期比32.0％減）となりました。

今般の東日本大震災で甚大な被害をもたらした大地震・大津波など、大規模自然災害への備え、その大震災に起因

する原子力発電所の事故やそれに伴う放射能汚染の問題などは、現在当社が取り組んでいる中期経営計画「帝国繊維

(テイセン)２０１３」の主要なテーマの一つであり、こうした「新たに予測される社会リスク」への対応に向けて、当

社の果たす役割と事業の裾野は確実に拡がってきています。 

   

＜繊維＞ 

リネンを中心とした原料・原糸・生地のほか、民間企業向けユニホームなどが売上を伸ばしました。前年同期に売

上を伸ばした官公庁向け繊維資材などが落ち込んだ結果、売上高では32億６千６百万円（前年同期比13.0％減）となり

ました。 

  

＜不動産賃貸・その他＞  

不動産賃貸事業は順調に推移しております。子会社が扱っていた運搬機械の架装事業を昨年３月に中止したことな

どから、売上高で３億４千１百万円（前年同期比21.2％減）となりました。 

  

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、119億１千４百万円（前年同期比27.3％減）、営業利益は18億４

千２百万円（同38.8％減）、経常利益は19億１千７百万円（同37.5％減）、四半期純利益は10億４千７百万円（同

40.2％減）と高い業績とはなりましたが、前年同期比では減収減益となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、総資産が３億７千７百万円減少し、242

億７百万円となりました。 

これは主として、現金及び預金や保有上場株式の含み益が増加した一方で、売上の季節的変動により受取手形及び

売掛金が減少したことなどによるものです。 

負債は、支払債務の減少や未払法人税等の減少などにより、前連結会計年度末と比べて10億１千５百万円減少し、

79億３千４百万円となりました。 

純資産は、増収増益に伴う利益剰余金の増加や保有上場株式の含み益の増加などがあり、前連結会計年度末と比べ

６億３千８百万円増加し、162億７千２百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は67.2％となりました。 

  

［キャッシュ・フローの状況］  

当第２四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、５億９千１百万円増加

し、84億１千９百万円となりました。  

  

＜営業活動によるキャッシュ・フロー＞ 

営業活動による資金の収入は、税金等調整前四半期純利益を18億３千１百万円計上しました。前年同期に比べ売上

が少なかったこと、法人税等の支払が大きかったことなどから、14億７千９百万円（前年同期比31億９千１百万円減）

となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等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、鹿沼工場の設備投資を行なったことなどから、２億１百万円（前年同期比１千７百

万円減）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、配当金の支払が増加したことから、６億８千７百万円（前年同期比１億２千９百万

円増）となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、前年同期比減収減益とはなりましたが、売上・利益とも期初の

計画を大きく上回る結果となりました。 

平成23年12月期の通期連結業績予想につきましては、平成23年度第1次補正予算関連ならびに電力会社をはじめとす

る民間企業向け防災資機材の売上が増加する見込みであることなどから、今回下記のとおり修正いたしました。 

東日本大震災の早期復旧と未だ予断を許さない原子力発電所や放射能汚染問題への対応など、引き続き、総合防災

事業を担う企業として、その社会的責任を果たして参る所存です。 

  

（ご参考）  

 平成23年12月期連結業績予想 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を 

 含んでおります。実際の業績は、今後の業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①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。  

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

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２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ19,312千円減少し、税金等調整

前四半期純利益は、70,074千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50,895千円であります。  

  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 

前回予想（A） 百万円 

 23,000

百万円 

 2,700

百万円 

 2,700

百万円 

 1,600

円 銭

 61.16

今回予想(B)  25,000  3,700  3,800  2,000  76.46

増減額（B-A）   2,000 1,000 1,100  400  －

増減率（％）  8.7 37.0   40.7  25.0  －

（ご参考）前期実績 

（平成22年12月期） 
 26,180  4,046  4,117  2,336 89.32

２．その他の情報
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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

適用により、当第２四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。 
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,919,294 7,328,468

受取手形及び売掛金 3,635,576 4,734,665

有価証券 499,977 499,723

商品及び製品 1,861,012 2,475,747

仕掛品 1,024,376 778,826

原材料及び貯蔵品 384,033 282,335

繰延税金資産 110,520 142,722

その他 129,168 56,334

貸倒引当金 △2,445 △26,633

流動資産合計 15,561,515 16,272,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,058,693 2,067,199

機械装置及び運搬具（純額） 324,464 371,998

工具、器具及び備品（純額） 66,855 66,463

土地 261,480 261,480

建設仮勘定 61,003 12,972

有形固定資産合計 2,772,497 2,780,113

無形固定資産   

借地権 39,904 39,904

その他 84,194 94,477

無形固定資産合計 124,098 134,382

投資その他の資産   

投資有価証券 5,516,564 5,165,188

繰延税金資産 95,942 96,815

その他 139,886 138,935

貸倒引当金 △3,056 △3,056

投資その他の資産合計 5,749,336 5,397,882

固定資産合計 8,645,933 8,312,377

資産合計 24,207,448 24,584,567
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,533,095 3,155,337

短期借入金 40,000 78,600

役員賞与引当金 32,500 65,000

未払法人税等 788,228 1,213,211

その他 729,813 830,910

流動負債合計 4,123,636 5,343,059

固定負債   

長期預り保証金 1,190,462 1,220,077

繰延税金負債 2,132,241 1,998,646

退職給付引当金 104,184 86,715

役員退職慰労引当金 315,550 301,950

資産除去債務 68,750 －

固定負債合計 3,811,188 3,607,389

負債合計 7,934,825 8,950,449

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 11,659,641 11,266,545

自己株式 △366,905 △366,214

株主資本合計 13,413,657 13,021,254

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,858,267 2,617,842

繰延ヘッジ損益 697 △4,977

評価・換算差額等合計 2,858,965 2,612,864

純資産合計 16,272,623 15,634,118

負債純資産合計 24,207,448 24,584,567
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 16,393,373 11,914,197

売上原価 11,788,424 8,449,027

売上総利益 4,604,948 3,465,169

販売費及び一般管理費 1,595,662 1,622,617

営業利益 3,009,286 1,842,551

営業外収益   

受取利息 3,387 2,475

受取配当金 47,584 71,839

その他 13,621 5,613

営業外収益合計 64,593 79,927

営業外費用   

支払利息 3,977 3,023

手形売却損 14 －

持分法による投資損失 2,789 310

為替差損 166 1,195

その他 1,459 506

営業外費用合計 8,407 5,036

経常利益 3,065,472 1,917,443

特別利益   

固定資産売却益 95 128

投資有価証券売却益 － 7

貸倒引当金戻入額 22,578 24,188

特別利益合計 22,673 24,324

特別損失   

固定資産処分損 15,102 5,369

投資有価証券評価損 51,565 53,667

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,762

特別損失合計 66,667 109,800

税金等調整前四半期純利益 3,021,478 1,831,967

法人税、住民税及び事業税 1,297,306 787,094

法人税等調整額 △26,342 △2,170

法人税等合計 1,270,963 784,924

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,047,043

四半期純利益 1,750,514 1,047,043
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30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 3,021,478 1,831,967

減価償却費 166,705 177,320

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,090 △24,188

受取利息及び受取配当金 △50,972 △74,314

支払利息 3,977 3,023

持分法による投資損益（△は益） 2,789 310

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,500 △32,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,012 17,468

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,975 13,600

固定資産処分損益（△は益） 15,007 5,240

投資有価証券評価損益（△は益） 51,565 53,667

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 50,762

売上債権の増減額（△は増加） 3,299,847 1,093,603

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,695,239 267,486

仕入債務の増減額（△は減少） △3,285,447 △694,228

預り保証金の増減額（△は減少） △29,731 △29,615

その他の流動資産の増減額（△は増加） 34,583 △3,449

その他の流動負債の増減額（△は減少） 405,664 △37,970

その他 1,237 △2,477

小計 5,313,340 2,615,707

利息及び配当金の受取額 50,493 74,617

利息の支払額 △3,863 △2,933

法人税等の支払額 △688,387 △1,207,471

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,671,582 1,479,919

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 △180,250 △191,987

有形固定資産の売却による収入 7,046 171

有形固定資産の除却による支出 △3,276 △3,807

無形固定資産の取得による支出 △38,996 △5,490

投資有価証券の取得による支出 △197 －

貸付金の回収による収入 1,014 72

その他 △4,300 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,960 △201,017

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 1,080,000 1,080,000

短期借入金の返済による支出 △1,080,000 △1,080,000

長期借入金の返済による支出 △38,600 △38,600

自己株式の取得による支出 △755 △691

配当金の支払額 △519,125 △648,530

財務活動によるキャッシュ・フロー △558,481 △687,822

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,894,140 591,079

現金及び現金同等物の期首残高 4,321,441 7,828,192

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,215,582 8,419,271
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該当事項はありません。  

  

  

［事業の種類別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 （注） 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 

  なお、運搬機械製造につきましては、平成22年３月末をもって業務を中止しております。 

  

［所在地別セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30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。 

  

［海外売上高］ 

前第２四半期連結累計期間（自平成22年１月１日 至平成22年６月30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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  3,752,565 12,207,713 231,281 201,812  16,393,373  － 16,393,373

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 32,154 7,239 12,060 85  51,539  (51,539) －

 計  3,784,719 12,214,953 243,341 201,897  16,444,913  (51,539) 16,393,373

営業利益  317,697 2,985,780 161,292 6,326  3,471,097  (461,810) 3,009,286
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［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要  

当第２四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年６月30日）  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は事業別に取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

 したがって、当社は、事業別を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「防

災」、「繊維」、「不動産賃貸」及び「その他」の４つを報告セグメントとしております。 

 「防災」は消防用ホース、ＮＢＣ災害対策用資機材、救助工作車をはじめとする防災特殊車輌などの製

造、仕入、販売を行っております。「繊維」は官公庁向け繊維資材や民需向けの産業資材用ノーメックスな

ど高機能繊維素材等の製造、加工、販売を行っております。「不動産賃貸」はショッピングセンター貸地等

賃貸事業、「その他」は遊技場の経営等を行っております。 

  

２．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  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△483,234千円には、セグメント間取引消去1,114千円、各報告セ

グメントに配分していない全社費用△484,349千円が含まれております。全社費用は主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。  

２．セグメント利益又は損失の合計と調整額の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致してお

ります。 

  

 （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

   

 該当事項はありません。  

  

  

  防災 繊維 不動産賃貸 その他 計  調整額(注1) 
四半期連結
損益計算書
計上額(注2)

売上高              

外部顧客への売上高 8,306,717 3,266,344 230,839 110,296  11,914,197  － 11,914,197

セグメント間の内部売上高又は振替高 12,571 27,994 12,060 －  52,626  △52,626 －

 計 8,319,288 3,294,339 242,899 110,296  11,966,823  △52,626 11,914,197

セグメント利益又は損失(△) 1,882,948 293,833 152,442 △3,437  2,325,786  △483,234 1,842,551

（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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