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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年9月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第2四半期 6,043 2.4 371 34.2 448 △6.2 315 △3.8

30年3月期第2四半期 5,901 △12.2 276 △46.4 478 △19.6 327 △27.0

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　308百万円 （△32.7％） 30年3月期第2四半期　　458百万円 （54.0％）

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

31年3月期第2四半期 24.78 ―

30年3月期第2四半期 25.76 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

31年3月期第2四半期 18,394 15,475 84.1

30年3月期 18,273 15,421 84.4

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 15,475百万円 30年3月期 15,421百万円

2. 配当の状況

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

30年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

31年3月期 ― 20.00

31年3月期（予想） ― 20.00 40.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 11,500 7.4 400 214.9 530 23.0 440 44.1 34.57

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 31年3月期2Q 13,933,757 株 30年3月期 13,933,757 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 1,206,943 株 30年3月期 1,206,943 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 12,726,814 株 30年3月期2Q 12,726,891 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に掲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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての注意事項等については、添付資料2ページ「（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資に底堅さが見られ緩やかな回復基

調となりましたが、米国政権の保護主義的な政策運営により貿易摩擦の拡大が懸念されるなど、先行き不透明な状

況で推移しております。

　繊維業界におきましては、少子高齢化や消費動向の変化によりファッション衣料の消費低迷が続き、業界を取り

巻く環境は依然厳しい状況が続いております。

　このような事業環境のもと、当社グループは、優れた感性と技術で新しい「価値」を創造するとともにグローバ

ル展開を図り、安定的・持続的成長の実現を目指しております。

当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高６０億４千３百万円（前年同期比２．４％増）、営業利益３億

７千１百万円（前年同期比３４．２％増）、経常利益４億４千８百万円（前年同期比６．２％減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益３億１千５百万円（前年同期比３．８％減）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）

　織物については冬物受注に回復の兆しが見られるものの、ファッショントレンドにおいてニットが低迷している

ことから、織物が２１億７千４百万円（前年同期比３．３％増）、ニットが１７億６千９百万円（前年同期比５．

６％減）となり、売上高３９億４千３百万円（前年同期比０．９％減）、営業利益は設備費等の減少により、１億

８千万円（前年同期比２６．５％増）となりました。

　（テキスタイル事業）

　ウール原料の高止まりの影響があるものの、得意先との取組強化と生産体制を改善し稼働率が向上したことによ

り、売上高１８億３千１百万円（前年同期比１０．８％増）、営業損失２千２百万円（前年同期は営業損失７千７

百万円）となりました。

　（不動産事業）

　売上高２億６千８百万円（前年同期比０．６％減）、営業利益２億１千３百万円（前年同期比０．９％増）とな

りました。

（２）財政状態に関する説明

①資産・負債及び純資産の状況

（資産）

当第２四半期連結会計期間の資産は、前連結会計年度と比べ１億２千万円増加し、１８３億９千４百万円となり

ました。主な要因は、現金及び預金が１３億２千５百万円減少しましたが、受取手形及び売掛金が７億２千４百万

円、投資有価証券が５億５千７百万円、有価証券が２億１百万円増加したことであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間の負債は、前連結会計年度と比べ６千７百万円増加し、２９億１千８百万円となりま

した。主な要因は、長期預り保証金が２千９百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が１億１千万円増加した

ことであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間の純資産は、前連結会計年度と比べ５千３百万円増加し、１５４億７千５百万円とな

りました。主な要因は、利益剰余金が６千万円増加したことであります。

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、４千８百万円の増加（前年同期は４億５千４百万円の増加）となりまし

た。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益４億５千万円、減価償却費３億７千３百万円であり、主な減少要

因は、売上債権の増加額７億２千４百万円であります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、１１億１千１百万円の減少（前年同期は１億２千９百万円の減少）とな

りました。主な増加要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入２億８百万円であり、主な減少要因は、投資

有価証券の取得による支出９億７千６百万円、有形固定資産の取得による支出２億８千万円であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、２億６千２百万円の減少（前年同期は２億６千３百万円の減少）となり

ました。主な減少要因は、配当金の支払額２億５千４百万円であります。

　この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度と比べ１３億２千５百万

円減少し、１６億１千２百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の見通しにつきましては、平成３０年５月２日に公表いたしました業績予想に変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,951,840 1,625,980

受取手形及び売掛金 2,242,403 2,966,414

有価証券 402,092 603,102

完成品 242,121 438,979

仕掛品 504,686 439,664

原材料及び貯蔵品 482,167 467,281

その他 76,807 59,223

貸倒引当金 △8,060 △4,270

流動資産合計 6,894,059 6,596,377

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,518,671 1,457,074

機械装置及び運搬具（純額） 1,740,650 1,529,355

土地 1,246,069 1,337,144

リース資産（純額） 55,423 51,203

建設仮勘定 15,738 10,185

その他（純額） 97,425 85,206

有形固定資産合計 4,673,978 4,470,169

無形固定資産

その他 40,135 101,698

無形固定資産合計 40,135 101,698

投資その他の資産

投資有価証券 5,786,489 6,343,897

退職給付に係る資産 458,213 456,019

繰延税金資産 199,208 211,310

その他 222,260 215,762

貸倒引当金 △1,153 △1,153

投資その他の資産合計 6,665,018 7,225,836

固定資産合計 11,379,133 11,797,705

資産合計 18,273,192 18,394,082
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 597,513 708,095

1年内返済予定の長期借入金 5,000 3,500

リース債務 10,901 9,814

未払法人税等 148,752 179,425

未払費用 290,001 319,688

役員賞与引当金 4,000 6,000

その他 569,868 518,805

流動負債合計 1,626,036 1,745,330

固定負債

長期借入金 17,250 15,750

リース債務 47,178 42,633

退職給付に係る負債 654,635 666,529

長期預り保証金 308,192 279,054

繰延税金負債 128,307 106,336

資産除去債務 63,300 63,300

その他 7,020 ―

固定負債合計 1,225,883 1,173,603

負債合計 2,851,919 2,918,933

純資産の部

株主資本

資本金 3,124,199 3,124,199

資本剰余金 1,341,568 1,341,568

利益剰余金 11,379,296 11,440,160

自己株式 △1,362,202 △1,362,202

株主資本合計 14,482,861 14,543,725

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 888,998 884,305

退職給付に係る調整累計額 49,412 47,118

その他の包括利益累計額合計 938,411 931,423

純資産合計 15,421,272 15,475,149

負債純資産合計 18,273,192 18,394,082
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 5,901,587 6,043,462

売上原価 5,075,180 5,115,457

売上総利益 826,407 928,004

販売費及び一般管理費 549,579 556,422

営業利益 276,828 371,582

営業外収益

受取利息 12,932 12,308

受取配当金 51,082 52,134

投資事業組合運用益 129,772 2,713

為替差益 ― 5,801

その他 10,394 6,865

営業外収益合計 204,181 79,824

営業外費用

支払利息 250 195

売上割引 597 612

為替差損 254 ―

支払手数料 1,230 1,693

その他 555 607

営業外費用合計 2,888 3,108

経常利益 478,120 448,298

特別利益

固定資産売却益 1,099 191

補助金収入 9,211 ―

違約金収入 ― 31,682

特別利益合計 10,311 31,874

特別損失

固定資産処分損 4,681 29,942

特別損失合計 4,681 29,942

税金等調整前四半期純利益 483,751 450,230

法人税等 155,868 134,830

四半期純利益 327,883 315,399

親会社株主に帰属する四半期純利益 327,883 315,399
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益 327,883 315,399

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 125,368 △4,693

退職給付に係る調整額 5,210 △2,293

その他の包括利益合計 130,579 △6,987

四半期包括利益 458,462 308,412

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 458,462 308,412
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30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 483,751 450,230

減価償却費 442,686 373,402

貸倒引当金の増減額（△は減少） 731 △3,790

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 4,500 2,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,030 16,896

受取利息及び受取配当金 △64,014 △64,443

支払利息 250 195

有形固定資産処分損益（△は益） 3,581 29,750

投資事業組合運用損益（△は益） △129,772 △2,713

補助金収入 △9,211 －

違約金収入 － △31,682

売上債権の増減額（△は増加） △556,310 △724,011

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,962 △116,950

仕入債務の増減額（△は減少） 88,293 110,582

未払費用の増減額（△は減少） 9,729 29,686

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,785 17,308

その他 22,215 5,282

小計 361,637 91,745

利息及び配当金の受取額 64,719 65,146

利息の支払額 △99 △122

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 28,334 △108,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 454,592 48,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 28,756 △0

有形固定資産の取得による支出 △258,546 △280,939

有形固定資産の売却による収入 1,100 200

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △976,001

投資有価証券の売却及び償還による収入 8,085 208,085

投資事業組合からの分配による収入 205,000 2,147

補助金の受取額 9,211 －

その他 △23,434 △65,361

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,827 △1,111,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △254,906 △254,833

長期借入金の返済による支出 △3,510 △3,000

自己株式の取得による支出 △88 －

その他 △5,107 △4,219

財務活動によるキャッシュ・フロー △263,613 △262,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 61,152 △1,325,860

現金及び現金同等物の期首残高 2,604,514 2,938,792

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,665,666 1,612,932
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。

　

（セグメント情報）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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：千円）

報告セグメント
調整額

四半期連結損
益計算書計上

額(注)
染色加工事

業
テキスタイ
ル事業

不動産事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 3,978,006 1,653,120 270,460 5,901,587 ― 5,901,587

セグメント間の内部
売上高又は振替高

179,062 4,604 12,334 196,001 △196,001 ―

計 4,157,069 1,657,725 282,794 6,097,589 △196,001 5,901,587

セグメント利益又は損失(△) 142,835 △77,876 211,869 276,828 ― 276,828

（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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30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：千円）

報告セグメント
調整額

四半期連結損
益計算書計上

額(注)
染色加工事

業
テキスタイ
ル事業

不動産事業 合計

売上高

外部顧客への売上高 3,943,508 1,831,210 268,743 6,043,462 ― 6,043,462

セグメント間の内部
売上高又は振替高

164,498 2,369 11,863 178,730 △178,730 ―

計 4,108,007 1,833,579 280,606 6,222,193 △178,730 6,043,462

セグメント利益又は損失(△) 180,753 △22,910 213,740 371,582 ― 371,582

（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。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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