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

25年3月期第3四半期 8,414 △0.8 424 △10.4 485 △22.7 410 29.4
24年3月期第3四半期 8,485 4.9 473 △5.9 627 63.8 316 36.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 477百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 41百万円 （△54.8％）

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3四半期 32.23 ―
24年3月期第3四半期 24.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 17,155 14,328 83.6
24年3月期 17,138 14,359 83.8
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  14,347百万円 24年3月期  14,359百万円

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
25年3月期 ― 20.00 ―
25年3月期（予想） 20.00 40.00

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 10,800 0.1 520 18.8 520 △16.4 440 40.3 34.57



(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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。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」をご覧ください。 

(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
半期財務諸表の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
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  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3Q 13,933,757 株 24年3月期 13,933,757 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,206,370 株 24年3月期 1,206,345 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 12,727,393 株 24年3月期3Q 12,727,476 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、東日本大震災からの復興需要等を背景に、緩やか

な回復傾向にありますものの、欧州経済の停滞や新興国の成長鈍化による世界的な景気低迷等により、

先行き不透明な状況で推移いたしました。 

繊維業界におきましては、デフレの長期化により、業界を取り巻く環境は厳しい状況が続いておりま

す。 

このような情勢のなかで当社グループは、染色加工技術で培った「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を基本方針とし、

差別化加工の開発・提案による売上高の確保、省エネ活動等によるコスト競争力の強化を図ってまいり

ました。                                

この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高８４億１千４百万円（前年同期比０.

８％減）、営業利益４億２千４百万円（前年同期比１０.４％減）となりました。営業外収益において

負ののれん償却額がなくなったこと等により、経常利益は４億８千５百万円（前年同期比２２.７％

減）となり、特別損失において投資有価証券評価損がなくなったこと等により、四半期純利益は４億１

千万円（前年同期比２９.４％増）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、秋冬物における織物の生産減や燃料費値上がりの影響等により、売上高６１億

１百万円（前年同期比６．４％減）、営業利益２億３百万円（前年同期比２７．７％減）となりまし

た。品種別売上高は、織物が３２億３千３百万円（前年同期比８．８％減）、ニットが２８億６千８百

万円（前年同期比３．４％減）であります。 

 「テキスタイル事業」は、積極的な営業活動により売上高１８億９千４百万円（前年同期比２２．

２％増）となりましたが、原材料の値上がりの影響等により、営業損失４千３百万円（前年同期は営業

損失３千９百万円）となりました。 

 「不動産賃貸事業」は、売上高４億１千９百万円（前年同期比０.１％減）、営業利益２億６千４百

万円（前年同期比１３．９％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度と比べ１千７百万円増加し、１７１億５千５

百万円となりました。負債につきましては、前連結会計年度と比べ４千９百万円増加し、２８億２千７

百万円となりました。純資産につきましては、前連結会計年度と比べ３千１百万円減少し、１４３億２

千８百万円、自己資本比率は８３．６％となりました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成２４年５月９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。 

  

該当事項はありません。 

  

(減価償却方法の変更) 

当社及び連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ22,305千円増加しております。 

  

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

（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
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,911,150 1,746,539

受取手形及び売掛金 1,717,631 2,283,861

有価証券 1,901,953 1,592,088

完成品 156,037 194,851

仕掛品 227,737 203,354

原材料及び貯蔵品 313,740 310,791

繰延税金資産 258,171 204,855

その他 143,269 66,576

貸倒引当金 △2,639 △5,541

流動資産合計 6,627,050 6,597,377

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,677,308 1,615,578

機械装置及び運搬具（純額） 1,018,242 1,092,458

土地 1,149,777 1,250,458

リース資産（純額） 2,197 1,597

建設仮勘定 21,982 17,365

その他（純額） 50,818 101,361

有形固定資産合計 3,920,326 4,078,820

無形固定資産   

のれん 114,285 85,714

その他 17,292 25,002

無形固定資産合計 131,578 110,716

投資その他の資産   

投資有価証券 5,737,877 5,575,375

長期貸付金 550 550

繰延税金資産 157,008 157,774

その他 565,934 637,245

貸倒引当金 △2,290 △2,290

投資その他の資産合計 6,459,081 6,368,655

固定資産合計 10,510,986 10,558,192

資産合計 17,138,037 17,155,570
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 362,517 499,446

短期借入金 － 45,500

リース債務 798 798

未払法人税等 13,687 13,286

未払費用 293,861 182,804

役員賞与引当金 12,000 9,000

その他 595,366 570,487

流動負債合計 1,278,232 1,321,323

固定負債   

リース債務 1,398 798

退職給付引当金 514,557 515,564

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 289,410 299,658

資産除去債務 63,300 63,300

その他 12,506 7,826

固定負債合計 1,499,834 1,505,810

負債合計 2,778,066 2,827,134

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 11,112,474 11,013,538

自己株式 △1,361,621 △1,361,640

株主資本合計 14,223,880 14,124,925

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 135,933 222,132

その他の包括利益累計額合計 135,933 222,132

少数株主持分 157 △18,621

純資産合計 14,359,970 14,328,435

負債純資産合計 17,138,037 17,155,570
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,485,077 8,414,711

売上原価 7,222,605 7,144,908

売上総利益 1,262,472 1,269,803

販売費及び一般管理費 788,855 845,363

営業利益 473,616 424,440

営業外収益   

受取利息 4,405 3,606

受取配当金 117,939 92,936

負ののれん償却額 103,583 －

その他 8,766 18,111

営業外収益合計 234,695 114,654

営業外費用   

支払利息 － 383

売上割引 42,789 30,630

投資事業組合運用損 36,145 21,102

その他 1,903 1,928

営業外費用合計 80,839 54,044

経常利益 627,473 485,050

特別利益   

固定資産売却益 － 3,751

特別利益合計 － 3,751

特別損失   

固定資産処分損 35,456 6,394

投資有価証券評価損 191,805 －

特別損失合計 227,261 6,394

税金等調整前四半期純利益 400,211 482,407

法人税等 110,201 91,027

少数株主損益調整前四半期純利益 290,009 391,380

少数株主損失（△） △26,944 △18,779

四半期純利益 316,953 410,159
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 290,009 391,380

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △248,468 86,199

その他の包括利益合計 △248,468 86,199

四半期包括利益 41,540 477,580

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 68,485 496,359

少数株主に係る四半期包括利益 △26,944 △18,779
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

Ⅰ  前第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) 

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）

 
（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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31日) 

１ 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）

 
（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。 

２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

「２．サマリー情報（注記事項）（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」に記

載のとおり、当社及び連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更してお

ります。これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益が、染色加工

事業において21,142千円増加し、セグメント損失が、テキスタイル事業において1,162千円減少してお

ります。 

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

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

不動産賃貸
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 6,515,801 1,549,561 419,714 8,485,077 ― 8,485,077

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

157,314 325 20,844 178,484 △178,484 ―

計 6,673,116 1,549,887 440,558 8,663,562 △178,484 8,485,077

セグメント利益又は損失(△) 281,729 △39,999 231,886 473,616 ― 473,616

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

不動産賃貸
事業

合計

売上高

外部顧客への売上高 6,101,238 1,894,273 419,199 8,414,711 ― 8,414,711

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

215,342 ― 20,060 235,402 △235,402 ―

計 6,316,581 1,894,273 439,259 8,650,114 △235,402 8,414,711

セグメント利益又は損失(△) 203,590 △43,160 264,010 424,440 ― 424,440

（６）重要な後発事象
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