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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 11,015 0.3 454 △11.2 329 84.5 143 ―
24年3月期第2四半期 10,982 0.9 511 △44.7 178 △76.0 △48 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △942百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △366百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 0.85 ―
24年3月期第2四半期 △0.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 51,319 42,323 82.3
24年3月期 53,122 44,170 82.9
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  42,224百万円 24年3月期  44,062百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 23,250 1.2 1,200 12.3 900 38.7 450 211.0 2.66



(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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料３ページ「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続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）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 188,195,689 株 24年3月期 188,195,689 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 19,299,387 株 24年3月期 15,282,940 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 169,854,981 株 24年3月期2Q 178,003,542 株
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1. 当四半期決算に関する定性的情報 

(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、一部では緩やかな回復の兆しが見られてはいるものの、欧州

債務問題の長期化などによる世界経済の減速懸念の高まりや、継続する円高や株価低迷などにより国内景気は依然

として先行き不透明な状況で推移しております。 

繊維業界においても、消費動向の大幅な改善は見られず、企業間競争の激化などにより依然として厳しい環境に

あります。 

このような状況において当社グループは、原料加工から最終製品までを一貫生産し販売する専業メーカーとしての

特性を活かし、価格を上回る価値ある商品の企画開発と、グループ全社を挙げて効率性アップに取り組み、収益改

善に努めておりますが、原材料高や中国における人件費高騰等のコスト増加や、国内の消費低迷など、厳しい経営

環境が続いております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 11,015 百万円（前年同四半期比 0.3％増）、営業利益は 454 百

万円（前年同四半期比 11.2％減）、経常利益は 329 百万円（前年同四半期比 84.5％増）、四半期純利益は 143 百万

円（前年同四半期は 48 百万円の損失）となりました。 

 

セグメント別の業績を示すと、次の通りであります。 

〔繊維事業〕 

靴下部門はプレーンストッキングのブランドとして定着してまいりました「ＡＳＴＩＧＵ（アスティーグ）」をはじめとする

ベーシック商品やセパレート商品は引き続き順調に推移しております。一方、トレンド性の高い商品やソックスなどの

伸び悩みの影響もあり、同部門の売上高は 9,068 百万円（前年同四半期比 2.2％増）となりました。 

インナーウエア部門は好調な商品もあるものの、全般的に厳しく、同部門の売上高は 1,426 百万円（前年同四半

期比 9.5％減）となりました。 

これらの結果、繊維事業の売上高は 10,495 百万円（前年同四半期比 0.5％増）、営業利益は 252 百万円（前年同

四半期比 17.0％減）となりました。 

 

〔不動産事業〕 

不動産事業は長引く不動産不況の影響を受け、依然厳しい状況が続いております。当事業の売上高は 306 百万

円（前年同四半期比 3.9％減）、営業利益は 205 百万円（前年同四半期比 2.1％増）となりました。 

 

〔その他〕 

その他の事業につきましては、介護用品が市場環境の変化などにより、当事業の売上高は 212 百万円（前年同四

半期比 1.0％減）、営業損失は 4 百万円（前年同四半期は 5 百万円の利益）となりました。 

 

 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

〔連結財政状態〕 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 51,319 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,802 百万円

減少いたしました。これは主に、現金及び預金の減少 1,323 百万円等によるものであります。 

負債の部は 8,996 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 43 百万円増加いたしました。これは主に、未払法人

税等の減少 94 百万円、未払金の減少 124 百万円、および仕入債務の増加 284 百万円等によるものであります。 

純資産の部は42,323 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,846 百万円減少いたしました。これは主に、前期

決算に係る配当金 518 百万円、市場買付による自己株式の取得 382 百万円、およびその他有価証券評価差額金

の減少 842 百万円等によるものであります。 

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は 82.3％（前連結会計年度末は 82.9％）となりました。 

 

〔連結キャッシュ･フローの状況〕 

営業活動によるキャッシュ･フローは、税金等調整前四半期純利益 319 百万円、減価償却費 510 百万円、仕入債
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務の増加 217 百万円等がありましたが、たな卸資産の増加 771 百万円等により、差引 117 百万円の収入となりまし

た。 

投資活動によるキャッシュ･フローは、有形固定資産の取得等により 313 百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ･フローは、配当金の支払い 511 百万円、自己株式の市場買付 382 百万円等により、

896 百万円の支出となりました。 

この結果、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の残高は、前連結会計年度末に比べ

1,209 百万円減少し、5,938 百万円となりました。 

 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 25 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 24 年５月 11 日公表の業績予想から変更はありません。 

 

 

 

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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成 24 年４月１日以後

に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、これ

による当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,608 6,284

受取手形及び売掛金 4,039 4,050

商品及び製品 3,944 4,603

仕掛品 2,021 2,172

原材料及び貯蔵品 698 611

繰延税金資産 363 355

その他 411 324

貸倒引当金 △15 △21

流動資産合計 19,071 18,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,022 5,963

機械装置及び運搬具（純額） 2,950 3,195

工具、器具及び備品（純額） 107 110

土地 16,646 16,646

建設仮勘定 585 158

有形固定資産合計 26,312 26,075

無形固定資産 453 423

投資その他の資産   

投資有価証券 6,343 5,395

繰延税金資産 230 376

その他 712 668

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 7,286 6,440

固定資産合計 34,051 32,938

資産合計 53,122 51,319
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,547 2,832

未払法人税等 328 234

賞与引当金 136 132

その他 1,951 1,837

流動負債合計 4,964 5,036

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 2,152 2,152

退職給付引当金 1,279 1,273

その他 557 533

固定負債合計 3,988 3,959

負債合計 8,952 8,996

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,706 31,706

資本剰余金 9,397 9,397

利益剰余金 5,740 5,365

自己株式 △1,497 △1,881

株主資本合計 45,346 44,587

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 384 △458

繰延ヘッジ損益 △492 △483

土地再評価差額金 △751 △751

為替換算調整勘定 △424 △669

その他の包括利益累計額合計 △1,283 △2,362

少数株主持分 107 99

純資産合計 44,170 42,323

負債純資産合計 53,122 51,319
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,982 11,015

売上原価 6,845 7,076

売上総利益 4,136 3,938

販売費及び一般管理費 3,625 3,484

営業利益 511 454

営業外収益   

受取利息及び配当金 90 92

持分法による投資利益 14 11

その他 34 67

営業外収益合計 138 172

営業外費用   

租税公課 32 24

為替差損 406 232

その他 32 40

営業外費用合計 471 297

経常利益 178 329

特別利益   

投資有価証券売却益 － 14

特別利益合計 － 14

特別損失   

固定資産除却損 8 6

投資有価証券評価損 145 13

投資有価証券売却損 0 1

ゴルフ会員権評価損 － 4

特別損失合計 155 24

税金等調整前四半期純利益 23 319

法人税、住民税及び事業税 67 184

法人税等調整額 4 △6

法人税等合計 72 177

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（△）

△49 142

少数株主損失（△） △0 △1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △48 143
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30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（△）

△49 142

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △77 △842

繰延ヘッジ損益 △16 8

為替換算調整勘定 △241 △236

持分法適用会社に対する持分相当額 18 △14

その他の包括利益合計 △316 △1,085

四半期包括利益 △366 △942

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △359 △935

少数株主に係る四半期包括利益 △6 △7
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９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 23 319

減価償却費 500 510

のれん償却額 23 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 △4

受取利息及び受取配当金 △90 △92

持分法による投資損益（△は益） △14 △11

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △13

投資有価証券評価損益（△は益） 145 13

ゴルフ会員権評価損 － 4

有形固定資産除却損 8 6

売上債権の増減額（△は増加） △526 △27

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,158 △771

仕入債務の増減額（△は減少） 698 217

未払消費税等の増減額（△は減少） 7 12

その他 △14 129

小計 △397 308

利息及び配当金の受取額 93 90

法人税等の支払額 △87 △281

営業活動によるキャッシュ・フロー △391 117

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 △261 △73

定期預金の払戻による収入 33 167

有形固定資産の取得による支出 △505 △392

無形固定資産の取得による支出 △5 △7

投資有価証券の取得による支出 △61 △140

投資有価証券の売却による収入 20 101

貸付金の回収による収入 － 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △779 △313

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △534 △511

自己株式の増減額（△は増加） △336 △384

財務活動によるキャッシュ・フロー △871 △896

現金及び現金同等物に係る換算差額 △274 △118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,316 △1,209

現金及び現金同等物の期首残高 9,832 7,148

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,515 5,938
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(4)　継続企業の前提に関する注記

　 該当事項はありません。

(5)　セグメント情報等

　(セグメント情報)

前第２四半期連結累計期間　（自　平成23年４月１日　～　至　平成23年９月30日）

   報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報
（単位：百万円）

繊維事業 不動産事業 計

10,448 319 10,767 215 10,982 - 10,982

10,449 319 10,768 215 10,984 △1 10,982

304 201 505 5 511 △0 511

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護用品の仕入および販売であります。

(注) 2 セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去であります。

(注) 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。

当第２四半期連結累計期間　（自　平成24年４月１日　～　至　平成24年９月30日）

　 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：百万円）

繊維事業 不動産事業 計

10,495 306 10,802 212 11,015 - 11,015

10,497 306 10,804 212 11,017 △1 11,015

252 205 458 △4 454 - 454

(注) 1 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、介護用品の仕入および販売であります。

(注) 2 セグメント間取引消去を行っております。

(注) 3 セグメント利益又は損失は、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。

(6)　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。

セグメント利益又は損失（△）

四半期連結
損益計算書
計上額(注)3

調整額
(注)2

△1 -

-- △11

計

1

合計

報告セグメント その他
(注)1

-11 -

その他
(注)1

調整額
(注)2

四半期連結
損益計算書
計上額(注)3

(1) 外部顧客への売上高

- 1

合計

1
　　又は振替高

(2) セグメント間の内部売上高

　売上高

(1) 外部顧客への売上高

報告セグメント

　売上高

　　又は振替高

セグメント利益

(2) セグメント間の内部売上高

計
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