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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12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 ％

24年3月期第3四半期 30,261 1.1 910 △21.4 837 △23.0 423 △31.7
23年3月期第3四半期 29,941 3.2 1,159 31.2 1,087 50.4 619 74.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 498百万円 （369.1％） 23年3月期第3四半期 106百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 9.99 ―
23年3月期第3四半期 14.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 46,254 11,567 25.0
23年3月期 43,296 11,281 26.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  11,567百万円 23年3月期  11,281百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 5.00 5.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 40,000 0.2 1,200 △14.3 1,100 △11.1 550 △10.8 12.97



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、添付資
料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 42,523,735 株 23年3月期 42,523,735 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 126,176 株 23年3月期 123,993 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 42,398,651 株 23年3月期3Q 42,401,279 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一時は緩やかな持ち直しの動きも見られました

が、欧米の財政・金融不安による世界的な景気の停滞、歴史的な円高、更にはタイの洪水等が影響し、

依然として回復には至っておりません。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き収益改善への取り組みを継続してま

いりました。 

その結果、売上高は30,261百万円（前年同四半期比1.1％増）、営業利益は910百万円（前年同四半期

比21.4％減）、経常利益は837百万円（前年同四半期比23.0％減）、四半期純利益は423百万円（前年同

四半期比31.7％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して2,958百万円増加し、46,254

百万円となりました。これは主に流動資産の受取手形及び売掛金が2,541百万円増加したことなどによ

るものであります。  

 負債は、前連結会計年度末と比較して2,672百万円増加し、34,687百万円となりました。これは主に

短期借入金が2,036百万円、支払手形及び買掛金が1,745百万円増加したことなどによるものでありま

す。  

 純資産は、前連結会計年度末と比較して286百万円増加し、11,567百万円となりました。 

  

 通期の業績予想につきましては、平成23年５月19日発表の数値に変更はありません。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

  

(税金費用の計算） 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。   

  

 該当事項はありません。  

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号

平成21年12月４日）を適用しております。 

  

(役員退職慰労引当金） 

当社は、平成23年６月24日開催の定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として

役員退職慰労金制度を廃止いたしました。 

 従来、当社は役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しておりましたが、制度廃止に伴い、役員退職慰労引当金を全額取り崩すとともに、功労

加算金部分を合算して202,083千円を固定負債の「その他」に振替えております。 

 なお、当該功労加算金部分は45,583千円であり、特別損失の「役員退職慰労金」に計上してお

ります。 

  

(退職給付制度の移行） 

当社は、退職金制度の変更により、適格退職年金制度を廃止し、平成23年10月に退職一時金制

度、確定給付企業年金制度及び確定拠出年金制度へ移行しました。これにより、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

 本移行に伴い、特別利益の「退職給付制度改定益」として155,514千円計上しております。 

  

２．サマリー情報(その他)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,093,856 3,581,453

受取手形及び売掛金 10,336,381 12,877,374

商品及び製品 3,261,294 3,413,834

仕掛品 827,591 804,432

原材料及び貯蔵品 1,950,363 2,313,840

繰延税金資産 320,051 319,433

その他 344,045 342,486

貸倒引当金 △70,318 △70,534

流動資産合計 20,063,263 23,582,318

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,915,699 12,934,530

減価償却累計額 △9,605,728 △9,705,125

建物及び構築物（純額） 3,309,971 3,229,405

機械装置及び運搬具 21,318,240 21,308,256

減価償却累計額 △19,754,488 △19,872,103

機械装置及び運搬具（純額） 1,563,752 1,436,153

工具、器具及び備品 2,683,218 2,701,914

減価償却累計額 △2,490,537 △2,487,428

工具、器具及び備品（純額） 192,681 214,486

土地 10,863,352 10,838,576

リース資産 688,412 794,768

減価償却累計額 △161,618 △246,616

リース資産（純額） 526,794 548,152

建設仮勘定 89,035 119,753

有形固定資産合計 16,545,585 16,386,525

無形固定資産   

のれん 3,990 2,714

その他 31,371 36,675

無形固定資産合計 35,361 39,389

投資その他の資産   

投資有価証券 4,283,636 3,961,913

長期貸付金 32,047 30,547

繰延税金資産 308,270 293,201

その他 2,149,352 2,079,504

貸倒引当金 △121,505 △119,793

投資その他の資産合計 6,651,800 6,245,372

固定資産合計 23,232,746 22,671,286

資産合計 43,296,009 46,253,604
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,573,294 9,318,019

短期借入金 9,685,824 11,722,091

リース債務 101,208 118,078

未払法人税等 310,545 197,857

賞与引当金 396,038 305,442

役員賞与引当金 22,520 19,611

設備関係支払手形 109,149 245,935

繰延税金負債 494 437

その他 886,609 1,277,864

流動負債合計 19,085,681 23,205,334

固定負債   

長期借入金 6,159,442 5,530,111

リース債務 411,574 415,045

繰延税金負債 63,220 58,364

再評価に係る繰延税金負債 1,716,609 1,503,213

退職給付引当金 4,024,019 2,552,487

役員退職慰労引当金 230,329 71,826

環境対策引当金 78,600 78,600

その他 245,646 1,271,984

固定負債合計 12,929,439 11,481,630

負債合計 32,015,120 34,686,964

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,795,651 5,795,651

資本剰余金 944,696 944,696

利益剰余金 4,048,707 4,260,113

自己株式 △28,110 △28,408

株主資本合計 10,760,944 10,972,052

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △534,084 △557,673

土地再評価差額金 2,386,364 2,599,760

為替換算調整勘定 △1,332,335 △1,447,499

その他の包括利益累計額合計 519,945 594,588

純資産合計 11,280,889 11,566,640

負債純資産合計 43,296,009 46,253,604
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 29,941,018 30,261,076

売上原価 23,691,326 24,328,362

売上総利益 6,249,692 5,932,714

販売費及び一般管理費 5,091,114 5,022,538

営業利益 1,158,578 910,176

営業外収益   

受取利息 9,584 7,618

受取配当金 78,351 84,488

受取賃貸料 118,171 108,880

雑収入 163,085 111,911

営業外収益合計 369,191 312,897

営業外費用   

支払利息 230,749 186,524

為替差損 22,066 12,057

雑損失 187,784 187,264

営業外費用合計 440,599 385,845

経常利益 1,087,170 837,228

特別利益   

固定資産売却益 3,262 2,169

投資有価証券売却益 8,731 －

関係会社株式売却益 4,984 －

退職給付制度改定益 － 155,514

特別利益合計 16,977 157,683

特別損失   

固定資産売却損 215 1,180

固定資産処分損 21,284 9,405

投資有価証券売却損 － 147,348

投資有価証券評価損 － 9,473

減損損失 － 14,156

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 27,020 －

役員退職慰労金 － 45,583

特別損失合計 48,519 227,145

税金等調整前四半期純利益 1,055,628 767,766

法人税等 438,399 344,361

少数株主損益調整前四半期純利益 617,229 423,405

少数株主損失（△） △2,266 －

四半期純利益 619,495 423,405
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 617,229 423,405

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △269,518 △23,589

土地再評価差額金 － 213,396

為替換算調整勘定 △241,037 △106,190

持分法適用会社に対する持分相当額 △503 △8,974

その他の包括利益合計 △511,058 74,643

四半期包括利益 106,171 498,048

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,575 498,048

少数株主に係る四半期包括利益 △2,404 －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

 該当事項はありません。 

  

   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 

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(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、衣料用接着芯地やファンシー商品

及び運送・保管の事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△816,502千円には、セグメント間取引高消去23,967千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△840,469千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

一般管理費及び研究開発費であります。 

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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日) 

 
(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、衣料用接着芯地やファンシー商品

及び運送・保管の事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△841,394千円には、セグメント間取引高消去△30,514千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△810,880千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

い一般管理費及び研究開発費であります。 

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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）  

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

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

印刷情報 
関連事業

住生活
環境関連
事業

包材関連
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 12,926,281 8,817,003 4,768,817 26,512,101 3,428,917 ― 29,941,018

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

159,688 ― 14,083 173,771 811,720 △985,491 ―

計 13,085,969 8,817,003 4,782,900 26,685,872 4,240,637 △985,491 29,941,018

セグメント利益 913,809 415,649 316,334 1,645,792 329,288 △816,502 1,158,578

(単位：千円)

報告セグメント

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

印刷情報 
関連事業

住生活
環境関連
事業

包材関連
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 12,733,082 9,005,512 4,990,754 26,729,348 3,531,728 ― 30,261,076

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

194,140 3,081 15,611 212,832 789,461 △1,002,293 ―

計 12,927,222 9,008,593 5,006,365 26,942,180 4,321,189 △1,002,293 30,261,076

セグメント利益 792,075 279,878 368,491 1,440,444 311,126 △841,394 910,176

（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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