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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 11,453 △0.4 △74 ― △163 ― △165 ―

22年3月期第3四半期 11,494 △6.6 △43 ― △132 ― △123 ―

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 △20.63 ―

22年3月期第3四半期 △15.34 ―

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 14,062 5,076 36.0 629.86
22年3月期 13,649 5,338 38.9 660.29

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  5,060百万円 22年3月期  5,305百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

2.00 2.00

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 14,800 △0.8 90 3.7 40 203.2 20 △55.9 2.49



(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レビュー手続きを実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他」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 8,046,233株 22年3月期  8,046,233株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  11,707株 22年3月期  11,644株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 8,034,557株 22年3月期3Q 8,034,611株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間（平成22年4月1日から12月31日まで）における日本経済は、政府の経済対策効果など

により回復基調にあるものの、雇用不安等の要因は継続し、本格的な消費回復機運がないまま推移しました。 

  当第３四半期における当社グループの主要な得意先における衣料品の販売動向は、早期の気温低下による冬物商

材は好調で、一部得意先で客単価が上昇に転じるなど明るさも見えてきましたが、全般的には本格的な市況の回復

には至っておりません。 

  このような環境の下、当社グループでは、国内販売において大手お取引先への販売額が順調に増加し、猛暑の影

響で遅れた秋物商材の第3四半期での投入や、冬物商材の好調などから、第２四半期までの出遅れをほぼ取り戻す

までに回復しました。 

  反面、海外直轄工場においては、タイ山喜、上海山喜で第２四半期までに生じた減益要因は第３四半期において

ほぼ解消されたものの、第２四半期までの減益を取り戻すまでには至っておりません。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は前年同期と比べ0.4%減少の114億53百万円となり、営業

損失74百万円を計上、加えて為替相場が引き続き円高ドル安に推移したことによる外貨建て資産の為替差損を計上

したため、経常損失1億63百万円、四半期純損失は1億65百万円となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は140億62百万円で、前連結会計年度末比4億13百万円増加しまし

た。これはファクタリングに起因する未収入金の増加等によるものであります。なお、当第３四半期連結会計期間

における重要な資産の変動はありません。 

  負債合計は、89億85百万円で前連結会計年度末比6億74百万円増加しました。これは仕入債務の増加等によるも

のであります。 

  純資産合計は50億76百万円となり、前連結会計年度末比2億61百万円減少しました。これは四半期純損失を計上

した他、評価・換算差額等が減少したことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  第３四半期連結累計期間経営成績及び第４四半期の受注状況、諸施策の実施状況等を考慮し、通期連結業績予想

は平成22年10月29日発表予想から変更いたしておりません。 

  

  

（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簡便な会計処理  

  (法人税等の計上基準) 

  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。 

 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 

「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。 

これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項ありません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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）

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 1,247,013 1,211,099 

受取手形及び売掛金 2,590,596 2,452,025 

製品 4,077,869 4,209,819 

仕掛品 58,286 62,842 

原材料 188,576 249,423 

その他 1,306,628 757,713 

貸倒引当金 △1,760 △1,270 

流動資産合計 9,467,210 8,941,655 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,605,772 1,697,156 

土地 2,157,297 2,151,264 

その他（純額） 291,351 325,911 

有形固定資産合計 4,054,421 4,174,332 

無形固定資産 378,503 383,338 

投資その他の資産   

投資有価証券 82,313 82,038 

その他 80,812 68,853 

貸倒引当金 △957 △947 

投資その他の資産合計 162,168 149,945 

固定資産合計 4,595,092 4,707,616 

繰延資産 1 5 

資産合計 14,062,305 13,649,277 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,059,774 2,772,155 

短期借入金 1,556,669 2,566,861 

1年内返済予定の長期借入金 966,636 932,724 

未払法人税等 30,774 27,452 

賞与引当金 16,350 32,700 

返品調整引当金 107,000 160,000 

その他 787,818 527,499 

流動負債合計 6,525,023 7,019,392 

固定負債   

長期借入金 2,006,755 868,321 

退職給付引当金 48,602 16,595 

その他 405,403 406,779 

固定負債合計 2,460,760 1,291,696 

負債合計 8,985,783 8,311,089 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,940,997 2,940,997 

資本剰余金 2,807,517 2,807,517 

利益剰余金 △898,139 △716,289 

自己株式 △1,793 △1,782 

株主資本合計 4,848,581 5,030,443 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,743 5,937 

繰延ヘッジ損益 △185,203 △108,080 

土地再評価差額金 368,457 368,457 

為替換算調整勘定 25,046 8,412 

評価・換算差額等合計 212,043 274,726 

少数株主持分 15,896 33,018 

純資産合計 5,076,521 5,338,188 

負債純資産合計 14,062,305 13,649,277 
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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 11,494,312 11,453,221 

売上原価 8,329,516 8,303,611 

返品調整引当金戻入額 21,000 53,000 

売上総利益 3,185,795 3,202,610 

販売費及び一般管理費 3,229,436 3,277,155 

営業損失（△） △43,640 △74,545 

営業外収益   

受取利息 4,784 3,128 

仕入割引 10,188 8,740 

受取手数料 36,210 41,335 

受取配当金 1,965 1,750 

その他 14,950 11,942 

営業外収益合計 68,099 66,896 

営業外費用   

支払利息 59,002 57,236 

為替差損 78,895 81,064 

その他 18,682 17,411 

営業外費用合計 156,581 155,711 

経常損失（△） △132,122 △163,360 

特別利益   

固定資産売却益 532 4,625 

役員退職慰労引当金戻入額 33,750 － 

特別利益合計 34,282 4,625 

特別損失   

固定資産除売却損 32 119 

投資有価証券売却損 － 226 

その他 6,694 551 

特別損失合計 6,727 897 

税金等調整前四半期純損失（△） △104,567 △159,632 

法人税等 22,039 23,641 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △183,274 

少数株主損失（△） △3,358 △17,493 

四半期純損失（△） △123,247 △165,780 

-5-

山喜㈱ (3598) 平成23年３月期　第３四半期決算短信



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,391,682 3,748,254 

売上原価 2,520,018 2,718,885 

返品調整引当金戻入額 60,000 26,000 

売上総利益 931,663 1,055,368 

販売費及び一般管理費 1,083,315 1,097,600 

営業損失（△） △151,651 △42,232 

営業外収益   

受取利息 1,732 886 

仕入割引 3,232 2,753 

受取手数料 12,065 13,571 

受取配当金 782 598 

その他 5,879 △1,722 

営業外収益合計 23,691 16,087 

営業外費用   

支払利息 14,361 21,293 

為替差損 13,197 13,375 

その他 4,352 3,236 

営業外費用合計 31,911 37,905 

経常損失（△） △159,871 △64,050 

特別利益   

固定資産売却益 △24 2,874 

特別利益合計 △24 2,874 

特別損失   

固定資産除売却損 － 39 

その他 897 － 

特別損失合計 897 39 

税金等調整前四半期純損失（△） △160,793 △61,215 

法人税等 1,931 10,508 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △71,723 

少数株主損失（△） △11,220 △6,834 

四半期純損失（△） △151,504 △64,888 

-6-

山喜㈱ (3598) 平成23年３月期　第３四半期決算短信



（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損失（△） △104,567 △159,632 

減価償却費 184,851 186,910 

受取利息及び受取配当金 △6,749 △4,879 

支払利息 59,002 57,236 

投資有価証券売却損益（△は益） － 226 

固定資産除売却損益（△は益） △500 △4,505 

売上債権の増減額（△は増加） △439,387 △137,391 

たな卸資産の増減額（△は増加） 617,564 196,773 

仕入債務の増減額（△は減少） 650,418 286,785 

未収入金の増減額（△は増加） △426,411 △566,684 

その他 106,244 169,718 

小計 640,465 24,557 

利息及び配当金の受取額 7,064 5,061 

利息の支払額 △61,092 △57,197 

法人税等の支払額 △28,080 △16,574 

営業活動によるキャッシュ・フロー 558,355 △44,151 

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） △1,979 △69,862 

有形固定資産の取得による支出 △87,118 △56,435 

有形固定資産の売却による収入 3,897 5,112 

無形固定資産の取得による支出 △285 △1,112 

無形固定資産の売却による収入 － 36 

投資有価証券の取得による支出 △1,433 △861 

投資有価証券の売却による収入 － 1,148 

その他 △1,789 △53 

投資活動によるキャッシュ・フロー △88,708 △122,028 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △15,111 △1,018,680 

長期借入れによる収入 350,000 2,100,000 

長期借入金の返済による支出 △593,809 △927,654 

自己株式の取得による支出 △5 △11 

配当金の支払額 － △16,105 

その他 △1,276 △4,470 

財務活動によるキャッシュ・フロー △260,203 133,078 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,330 △4,591 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,113 △37,693 

現金及び現金同等物の期首残高 443,822 618,192 

現金及び現金同等物の四半期末残高 641,935 580,498 
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  該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。 

   

生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

  

 (２)受注実績 

 原則として、受注生産は行っておりません。 

  

（３）販売実績 

  

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 
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） 
前年同四半期比 (%)  

シャツ製造販売事業 ドレスシャツ                

                         （千円） 
 4,857,052  98.6

シャツ製造販売事業 カジュアルシャツ 

                         （千円） 
 2,295,709  120.3

シャツ製造販売事業 レディースシャツ 

                          (千円) 
 235,359  78.6

シャツ製造販売事業  小計  (千円)  7,388,121  103.6

不動産賃貸事業        （千円）  －  －

     合計      （千円)  7,388,121  103.6

セグメントの名称 
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） 
前年同四半期比 (%)  

シャツ製造販売事業 ドレスシャツ                

                         （千円） 
 7,937,421  99.5

シャツ製造販売事業 カジュアルシャツ 

                         （千円） 
 3,162,411  103.6

シャツ製造販売事業 レディースシャツ 

                          (千円) 
 301,876  69.4

シャツ製造販売事業  小計  (千円)  11,401,708  99.5

不動産賃貸事業        （千円）  51,512  155.2

     合計      （千円)  11,453,221  99.6
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