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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 5,643 △3.9 446 3.0 522 7.8 382 △11.0
25年3月期第2四半期 5,870 △0.7 433 △12.6 484 △19.2 429 11.0

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 575百万円 （297.2％） 25年3月期第2四半期 144百万円 （△63.1％）

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

26年3月期第2四半期 30.08 ―
25年3月期第2四半期 33.78 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 18,246 15,521 85.2
25年3月期 17,826 15,199 85.4
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  15,552百万円 25年3月期  15,224百万円

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

25年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ― 20.00
26年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 11,000 3.4 500 54.1 630 57.5 460 △40.4 36.14



(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 

(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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」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   ：  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） 26年3月期2Q 13,933,757 株 25年3月期 13,933,757 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,206,521 株 25年3月期 1,206,370 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 12,727,351 株 25年3月期2Q 12,727,396 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融緩和や財政出動による景気回復への期待感か

ら、円安・株高が進み、輸出関連企業を中心に業績が改善されつつあります。 

繊維業界におきましては、一部に個人消費改善の動きがありますものの、依然としてデフレの状況であ

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、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。その結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、

売上高５６億４千３百万円（前年同期比３．９％減）、営業利益４億４千６百万円（前年同期比３．０％

増）、経常利益５億２千２百万円（前年同期比７．８％増）、四半期純利益３億８千２百万円（前年同期

比１１．０％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」は、織物の生産減の影響を受けながらも、省エネ活動等によるコスト削減により、売

上高４１億７千４百万円（前年同期比２．５％減）、営業利益２億９千６百万円（前年同期比８．９％

増）となりました。品種別売上高は、織物が２１億１千４百万円（前年同期比５．６％減）、ニットが２

０億６千万円（前年同期比０．９％増）であります。 

「テキスタイル事業」は、受注減により、売上高１１億９千万円（前年同期比９．０％減）、営業損失

１千８百万円（前年同期は営業損失１千４百万円）となりました。 

「不動産賃貸事業」は、売上高２億７千７百万円（前年同期比０．８％減）、営業利益１億６千８百万

円（前年同期比４．３％減）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間の総資産は、主に受取手形及び売掛金の増加等により、前連結会計年度と

比べ４億２千万円増加し、１８２億４千６百万円となりました。負債につきましては、主に繰延税金負

債の増加等により９千９百万円増加し、２７億２千５百万円となりました。純資産につきましては、そ

の他有価証券評価差額金の増加等により３億２千１百万円増加し、１５５億２千１百万円、自己資本比

率８５．２％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、売上債権の増加額７億７千２百万円があったものの、税金等

調整前四半期純利益５億１千６百万円、減価償却費３億６千７百万円があったこと等により、１億３千

６百万円の増加（前年同期は２億１千９百万円の増加）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３億７千６百万円、投資有価

証券の取得による支出２億円があったものの、投資有価証券の売却及び償還による収入１０億円があっ

たこと等により、５億１千８百万円の増加（前年同期は５億８百万円の減少）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２億５千４百万円があったこと等により２億

３千７百万円の減少（前年同期は２億９百万円の減少）となりました。  

 この結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末残高は、前連結会計年度と比べ４億１

千８百万円増加し、４２億６百万円となりました。 

  

通期の見通しにつきましては、平成２５年５月８日に公表いたしました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）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,164,260 1,321,123

受取手形及び売掛金 1,845,686 2,618,267

有価証券 2,692,380 2,933,966

完成品 168,035 247,356

仕掛品 239,775 231,188

原材料及び貯蔵品 304,761 290,020

繰延税金資産 222,257 167,508

その他 69,730 45,107

貸倒引当金 △5,628 △7,176

流動資産合計 6,701,259 7,847,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,583,441 1,485,074

機械装置及び運搬具（純額） 1,093,879 1,017,099

土地 1,251,180 1,251,180

リース資産（純額） 1,398 4,793

建設仮勘定 － 66,613

その他（純額） 141,338 116,521

有形固定資産合計 4,071,238 3,941,282

無形固定資産   

のれん 76,190 57,142

その他 23,802 21,989

無形固定資産合計 99,993 79,132

投資その他の資産   

投資有価証券 6,177,091 5,578,965

長期貸付金 296 296

繰延税金資産 157,047 156,194

その他 622,663 647,030

貸倒引当金 △3,248 △3,340

投資その他の資産合計 6,953,849 6,379,146

固定資産合計 11,125,081 10,399,561

資産合計 17,826,341 18,246,925
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 403,462 426,849

短期借入金 45,500 63,000

リース債務 798 838

未払法人税等 13,960 34,872

未払費用 274,090 303,947

役員賞与引当金 9,000 6,000

その他 623,033 486,123

流動負債合計 1,369,845 1,321,632

固定負債   

リース債務 599 4,194

退職給付引当金 475,033 470,153

長期預り保証金 618,663 618,663

繰延税金負債 91,243 240,859

資産除去債務 63,300 63,300

その他 7,826 7,020

固定負債合計 1,256,665 1,404,190

負債合計 2,626,510 2,725,822

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 11,375,583 11,503,881

自己株式 △1,361,640 △1,361,777

株主資本合計 14,486,970 14,615,132

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 737,062 937,438

その他の包括利益累計額合計 737,062 937,438

少数株主持分 △24,202 △31,468

純資産合計 15,199,830 15,521,102

負債純資産合計 17,826,341 18,246,925
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 5,870,656 5,643,567

売上原価 4,859,271 4,679,604

売上総利益 1,011,385 963,963

販売費及び一般管理費 578,178 517,547

営業利益 433,206 446,415

営業外収益   

受取利息 2,644 29,109

受取配当金 57,054 59,939

投資事業組合運用益 3,917 －

その他 12,165 11,714

営業外収益合計 75,781 100,763

営業外費用   

支払利息 211 481

売上割引 21,656 9,253

投資事業組合運用損 － 14,265

その他 2,228 375

営業外費用合計 24,096 24,375

経常利益 484,891 522,803

特別利益   

固定資産売却益 3,645 706

特別利益合計 3,645 706

特別損失   

固定資産処分損 4,708 6,859

特別損失合計 4,708 6,859

税金等調整前四半期純利益 483,828 516,650

法人税等 65,675 141,070

少数株主損益調整前四半期純利益 418,153 375,580

少数株主損失（△） △11,775 △7,265

四半期純利益 429,928 382,845
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 418,153 375,580

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △273,163 200,375

その他の包括利益合計 △273,163 200,375

四半期包括利益 144,989 575,955

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 156,765 583,221

少数株主に係る四半期包括利益 △11,775 △7,265
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 483,828 516,650

減価償却費 416,809 367,744

のれん償却額 19,047 19,047

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,200 1,640

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,000 △3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,912 △4,880

受取利息及び受取配当金 △59,698 △89,048

支払利息 211 481

有形固定資産処分損益（△は益） 1,063 6,152

投資事業組合運用損益（△は益） △3,917 14,265

売上債権の増減額（△は増加） △963,638 △772,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,427 △55,993

仕入債務の増減額（△は減少） 101,588 23,386

未払費用の増減額（△は減少） 23,521 29,857

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,921 29,555

その他 84,416 △39,577

小計 87,994 43,700

利息及び配当金の受取額 59,698 89,048

利息の支払額 △211 △481

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 71,744 4,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 219,227 136,974

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） △16,371 19,662

有形固定資産の取得による支出 △577,961 △376,725

有形固定資産の売却による収入 7,564 858

投資有価証券の取得による支出 △171,860 △200,000

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,538 1,000,347

投資事業組合からの分配による収入 271,266 100,000

その他 △22,993 △25,192

投資活動によるキャッシュ・フロー △508,816 518,950

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 45,500 17,500

配当金の支払額 △254,707 △254,777

自己株式の取得による支出 △19 △136

その他 △399 △399

財務活動によるキャッシュ・フロー △209,626 △237,813

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △499,215 418,111

現金及び現金同等物の期首残高 3,737,624 3,788,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,238,409 4,206,868
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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２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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）

（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25年４月１日  至  平成25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）

（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。  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 4,282,116 1,308,730 279,809 5,870,656 ― 5,870,656

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

161,665 ― 13,224 174,889 △174,889 ―

計 4,443,782 1,308,730 293,033 6,045,546 △174,889 5,870,656

セグメント利益又は損失(△) 272,273 △14,677 175,610 433,206 ― 433,206

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 4,174,984 1,190,979 277,603 5,643,567 ― 5,643,567

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

137,924 1,570 15,014 154,509 △154,509 ―

計 4,312,908 1,192,550 292,617 5,798,076 △154,509 5,643,567

セグメント利益又は損失(△) 296,453 △18,131 168,094 446,415 ― 446,415

（重要な後発事象）
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