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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 8,089 41.3 503 649.7 382 ― 232 ―
22年3月期第3四半期 5,726 △7.4 67 △29.2 △279 ― △599 ―

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3月期第3四半期 18.23 ―
22年3月期第3四半期 △46.58 ―

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3月期第3四半期 17,584 14,669 83.4 1,152.55
22年3月期 18,130 15,061 83.1 1,183.33

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  14,669百万円 22年3月期  15,061百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 22.00 ― 18.00 40.00
23年3月期 ― 20.00 ―
23年3月期 

（予想）
20.00 40.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,550 38.3 550 ― 550 ― 330 ― 25.93



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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  
（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四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業
績の変化等により、予想数値と異なる場合があります。 

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。）

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3月期3Q 13,933,757株 22年3月期  13,933,757株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,206,090株 22年3月期  1,205,733株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,727,970株 22年3月期3Q 12,868,872株
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当社は平成22年度を初年度とする中期３ヵ年経営計画を策定しており、これを着実に実行してまいりま

す。その基本方針は染色加工事業で培った「感性技術」をベースに、テキスタイル事業と一体となってグ

ローバル展開を図り、安定的・持続的成長を実現することであります。 

 当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高８０億８千９百万円（前年同期比４１．３％増）とな

りました。利益面では、営業利益５億３百万円（前年同期比６４９．７％増）となり、営業外収支におい

て投資事業組合運用損が３億４千万円発生したこと等に伴い、経常利益３億８千２百万円（前年同期は経

常損失２億７千９百万円）、四半期純利益２億３千２百万円（前年同期は四半期純損失５億９千９百万

円）となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 「染色加工事業」は、同業他社からの事業譲受けが着実に効果を上げていることや染色加工の国内生産

へのシフトが見られること等に伴い、売上高６３億２千３百万円（前年同期比２８．４％増）、営業利益

３億１千６百万円（前年同期は営業損失１億９千８百万円）となりました。品種別売上高は、織物が３３

億２千２百万円（前年同期比２９．２％増）、ニットが３０億１百万円（前年同期比２７．７％増）であ

ります。 

 「テキスタイル事業」は譲受けた事業が寄与し、売上高１３億４千８百万円（前年同期比３５１．３％

増）となりましたが、営業損失３千９百万円（前年同期は営業損失５千２百万円）となりました。 

 「不動産賃貸事業」は賃貸料の値下げの影響により、売上高４億１千７百万円（前年同期比１７．１％

減）、営業利益２億２千６百万円（前年同期比２９．０％減）となりました。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末の総資産は、投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末と比べ５億４千６百万円

減少し、１７５億８千４百万円となりました。負債につきましては、繰延税金負債の減少等により、１億

５千４百万円減少し、２９億１千４百万円となりました。純資産につきましては、配当金の支払等によ

り、３億９千２百万円減少し、１４６億６千９百万円、自己資本比率は８３．４％となりました。 

②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が１億９千９百万円となりました

が、売上債権の増加額７億９千４百万円があったものの、減価償却費５億１千９百万円及び投資事業組合

運用損３億４千万円があったこと等により、３億６百万円の増加（前年同期は２億６千９百万円の増加）

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による支出４億３千２百万円があったもの

の、投資事業組合からの分配による収入５億８千２百万円があったこと等により、２億７千６百万円の増

加（前年同期は２億８千６百万円の増加）となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額４億７千９百万円があったこと等により４億８

千万円の減少（前年同期は９億５千２百万円の減少）となりました。  

 この結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ１億１百万円増加

し、１３億８千４百万円となりました。 
  

通期の連結業績予想につきましては、景気動向は予断を許さない状況にありますものの、染色加工事業

及びテキスタイル事業における事業譲受けが着実に効果を上げていること、染色加工の国内生産へのシフ

トが見られること等に伴い、現時点では平成22年10月７日に公表いたしました通期の業績予想に変更はあ

りません。 
  

1. 当四半期の連結業績等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。 

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方法に関しては、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．法人税等並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。  

１．「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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税金等調整前四半期純利益が63,300千円減少しておりま

す。なお、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63,300千円であります。 

２．「企業結合に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「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）、「『研

究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日）、「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,408,081 1,320,222

受取手形及び売掛金 1,957,346 1,162,817

有価証券 1,529,255 550,991

完成品 138,139 123,249

仕掛品 201,148 152,290

原材料及び貯蔵品 220,806 207,875

繰延税金資産 7,507 20,598

その他 193,711 212,876

貸倒引当金 △43,000 △2,300

流動資産合計 5,612,996 3,748,621

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,855,056 1,945,778

機械装置及び運搬具（純額） 1,013,250 1,012,845

土地 1,149,777 1,149,777

リース資産（純額） 3,195 3,795

建設仮勘定 101,468 －

その他（純額） 66,615 70,570

有形固定資産合計 4,189,364 4,182,766

無形固定資産

のれん 161,904 －

その他 15,194 16,294

無形固定資産合計 177,098 16,294

投資その他の資産

投資有価証券 6,611,577 9,335,927

長期貸付金 1,663 1,663

繰延税金資産 428,011 339,316

その他 565,697 507,966

貸倒引当金 △2,290 △2,290

投資その他の資産合計 7,604,659 10,182,583

固定資産合計 11,971,122 14,381,644

資産合計 17,584,119 18,130,266
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 361,438 310,251

リース債務 798 798

未払法人税等 21,961 101,313

繰延税金負債 － 177

未払費用 205,016 220,078

役員賞与引当金 10,500 －

その他 718,884 671,235

流動負債合計 1,318,600 1,303,855

固定負債

リース債務 2,396 2,996

退職給付引当金 515,496 536,842

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 211,204 317,769

負ののれん 172,638 276,221

資産除去債務 63,300 －

その他 12,506 12,506

固定負債合計 1,596,205 1,764,998

負債合計 2,914,805 3,068,854

純資産の部

株主資本

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,348,828 1,348,828

利益剰余金 11,197,149 11,448,755

自己株式 △1,361,412 △1,361,114

株主資本合計 14,308,764 14,560,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 360,549 500,742

評価・換算差額等合計 360,549 500,742

純資産合計 14,669,313 15,061,411

負債純資産合計 17,584,119 18,130,266
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第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)

売上高 5,726,327 8,089,919

売上原価 5,228,763 6,900,963

売上総利益 497,563 1,188,956

販売費及び一般管理費 430,412 685,492

営業利益 67,151 503,464

営業外収益

受取利息 47,942 13,497

受取配当金 137,867 133,666

負ののれん償却額 104,680 103,583

その他 16,090 14,306

営業外収益合計 306,581 265,053

営業外費用

支払利息 3,149 －

売上割引 28,790 42,571

投資事業組合運用損 616,001 340,744

その他 4,954 2,221

営業外費用合計 652,896 385,537

経常利益又は経常損失（△） △279,163 382,979

特別利益

固定資産売却益 － 6,717

投資有価証券売却益 － 7,014

特別利益合計 － 13,731

特別損失

固定資産処分損 23,812 27,326

投資有価証券評価損 － 106,619

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63,300

特別損失合計 23,812 197,246

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△302,975 199,463

法人税等 296,506 △32,595

少数株主損益調整前四半期純利益 － 232,059

四半期純利益又は四半期純損失（△） △599,482 232,059
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第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)

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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△302,975 199,463

減価償却費 585,040 519,488

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 63,300

のれん及び負ののれん償却額 △104,680 △75,011

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 40,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 10,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37,882 △21,346

受取利息及び受取配当金 △185,809 △147,163

支払利息 3,149 －

有形固定資産処分損益（△は益） 23,812 20,609

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,014

投資事業組合運用損益（△は益） 616,001 340,744

投資有価証券評価損益（△は益） － 106,619

売上債権の増減額（△は増加） △518,132 △794,529

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,405 △76,679

仕入債務の増減額（△は減少） 93,499 51,187

未払費用の増減額（△は減少） △80,559 △15,062

未払消費税等の増減額（△は減少） 37,162 22,880

その他 △25,795 △12,039

小計 32,423 226,648

利息及び配当金の受取額 185,809 147,163

利息の支払額 △3,149 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 54,280 △67,401

営業活動によるキャッシュ・フロー 269,364 306,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） 29,533 13,885

有価証券の売却及び償還による収入 500,000 500,000

有形固定資産の取得による支出 △253,548 △432,648

有形固定資産の売却による収入 521 9,865

無形固定資産の取得による支出 － △260

投資有価証券の取得による支出 △35,706 △30,802

投資有価証券の売却及び償還による収入 164,595 11,924

投資事業組合からの分配による収入 96,387 582,914

預り保証金の返還による支出 △268,979 △158,833

事業譲受による支出 － △190,476

その他 54,051 △29,406

投資活動によるキャッシュ・フロー 286,854 276,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △500,239 △479,898

自己株式の取得による支出 △451,572 △298

その他 △597 △599

財務活動によるキャッシュ・フロー △952,409 △480,796

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △396,189 101,778

現金及び現金同等物の期首残高 1,186,411 1,282,658

現金及び現金同等物の四半期末残高 790,221 1,384,436
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

 
(注)  １ 事業区分は産業分類を勘案して区分しております。 

 ２ 各事業の内容は次のとおりであります。 

  染色、整理加工事業……繊維製品の染色、整理加工 

  テキスタイル事業………繊維製品の製造、販売 

  不動産賃貸事業…………量販店に対する店舗の賃貸等 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域において売上がないため、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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

 染色、整理
加工事業 
(千円)

テキスタイル
事業 
(千円)

不動産賃貸
事業 
(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

4,923,743 298,702 503,881 5,726,327 ― 5,726,327

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

34,495 866 ― 35,361 （35,361） ―

計 4,958,238 299,568 503,881 5,761,688 （35,361） 5,726,327

営業利益又は営業損失(△) △198,919 △52,649 318,719 67,151 ― 67,151

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(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。 

  

  １  報告セグメントの概要 

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、内部管理上採用している区分により「染色加工事業」「テキスタイル事業」「不動産賃貸

事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「染色加工事業」は繊維製品の染色加工を、「テキスタイル事業」は繊維製品の製造販売を、「不

動産賃貸事業」は量販店に対する店舗の賃貸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）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】

報告セグメント
調整額 
(千円) 
（注）

四半期連結損
益計算書計上
額(千円)

染色加工 
事業 

（千円）

テキスタイル
事業 

（千円）

不動産賃貸
事業 

（千円）

合計
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
   対する売上高

6,323,963 1,348,159 417,796 8,089,919 ― 8,089,919

(2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

124,362 6,790 20,925 152,077 △152,077 ―

計 6,448,325 1,354,949 438,721 8,241,997 △152,077 8,089,919

セグメント利益又は損失（△） 316,981 △39,873 226,354 503,464 ― 503,464

(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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