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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 61,833 7.0 1,098 4.4 835 2.6 682 12.3
23年3月期第2四半期 57,787 4.0 1,052 6.8 814 15.1 608 25.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 428百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 239百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 10.61 ―

23年3月期第2四半期 9.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 60,621 11,356 18.6
23年3月期 55,031 10,928 19.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,283百万円 23年3月期  10,856百万円

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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

24年3月期 ― ―

24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 120,000 3.4 1,800 △4.9 1,400 △1.9 1,000 20.7 15.54



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご参照ください。 

(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、四半期財務諸表のレビュー
手続を実施中です。 

※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およ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。 
なお、業績予想に関する事項は、添付資料Ｐ．２ 「１．当四半期決算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」をご参照ください。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 64,649,715 株 23年3月期 64,649,715 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 293,432 株 23年3月期 290,316 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 64,358,017 株 23年3月期2Q 64,368,081 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①業績の概況  

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により消費や経済活動が低迷するなか、一部

に持ち直しの兆しがみられたものの、欧米経済の減速や急激な円高の進行などにより、低調に推移しました。 

 このような状況下、当第２四半期連結累計期間の業績は、アジア向けの繊維関連取引が拡大したことから、売

上高は前年同期比4,045百万円、7.0％増収の61,833百万円となりました。 

 売上総利益は前年同期比116百万円、1.8％増益の6,658百万円となり、営業利益は前年同期比45百万円、4.4％

増益の1,098百万円となりました。経常利益は前年同期比21百万円、2.6％増益の835百万円となり、四半期純利

益は前年同期比74百万円、12.3％増益の682百万円となりました。 

  

②セグメント別の状況  

＜繊維関連事業＞ 

・機能性の高いインナー用原糸および生地の取引は大幅に伸長しました。企画提案型の婦人ファンデーションお

よびインナー製品の取引は、原材料や中国での人件費をはじめとする生産コストが上昇したものの、堅調に推

移しました。また、量販店向けの実用衣料は、冷感など節電ビズ対応の機能性肌着が増加しましたが、パンス

トなどの基幹商品は総じて苦戦しました。 

・アウター用生地は、円高の厳しい環境下、高付加価値商品の提案により、欧米および韓国向け輸出が増加しま

した。婦人アパレル事業およびＯＥＭ取引は、震災の影響を受けたものの、前年並みを維持しました。 

  以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期比3,725百万円、8.0％増収の50,037百万円、営業利益は前年同

期比23百万円、2.5％増益の965百万円となりました。 

＜非繊維関連事業＞ 

・米国における半導体用途の化学製品は取扱いが減少しましたが、エレクトロニクス関連機材は中国向けを中心

に増加しました。フィルムは、飲料水の需要増にともない、ペットボトル用途の取扱いが堅調に推移しまし

た。一方、ライフサイエンス関連機器は、震災により需要が落ち込んだことから、取扱いが減少しました。 

・ホビー関連商品は、プラモデル用塗料が前年並みとなりましたが、他用途に展開していた塗装用器具などは減

少しました。 

  以上の結果、当事業全体の売上高は前年同期比320百万円、2.8％増収の11,795百万円、営業利益は前年同期

比22百万円、5.6％減益の386百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権や商品の増加などにより、前期末比5,590百万円増

加の60,621百万円となりました。 

 負債は、仕入債務の増加などにより、前期末比5,162百万円増加の49,264百万円となりました。 

 純資産は、その他の包括利益累計額の減少などがあったものの、四半期純利益による株主資本の増加により、

前期末比428百万円増加の11,356百万円となりました。  

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1,021百万円の減少（前年同期比1,807百万円の支出の増加）となりま

した。主な要因は売上債権やたな卸資産の増加によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは195百万円の減少（前年同期比212百万円の支出の増加）となりました。

主な要因は出資金の払込によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは399百万円の増加（前年同期比505百万円の収入の増加）となりました。

主な要因は借入金の増加によるものです。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は前期末比819百万円減少の

8,606百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表しました平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）

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
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 一部連結子会社については見積実効税率により税金費用を算定しております。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,425 8,606

受取手形及び売掛金 25,792 31,335

商品 8,093 9,109

未着商品 239 187

その他 1,305 1,347

貸倒引当金 △467 △463

流動資産合計 44,388 50,122

固定資産   

有形固定資産 5,590 5,531

無形固定資産 116 153

投資その他の資産 4,935 4,813

固定資産合計 10,642 10,499

資産合計 55,031 60,621

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,828 23,605

短期借入金 15,669 16,281

1年内返済予定の長期借入金 1,121 1,259

未払法人税等 150 160

引当金 711 342

その他 1,821 2,196

流動負債合計 38,303 43,844

固定負債   

長期借入金 4,481 4,152

退職給付引当金 1,205 1,145

負ののれん 0 0

その他 112 121

固定負債合計 5,798 5,420

負債合計 44,102 49,264

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,186 7,186

資本剰余金 908 908

利益剰余金 4,092 4,775

自己株式 △54 △54

株主資本合計 12,133 12,815

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △557 △800

繰延ヘッジ損益 △16 △18

為替換算調整勘定 △702 △712

その他の包括利益累計額合計 △1,277 △1,532

少数株主持分 72 73

純資産合計 10,928 11,356

負債純資産合計 55,031 60,621
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 57,787 61,833

売上原価 51,245 55,174

売上総利益 6,542 6,658

販売費及び一般管理費 5,489 5,559

営業利益 1,052 1,098

営業外収益   

受取利息 17 11

受取配当金 31 33

持分法による投資利益 7 10

その他 65 37

営業外収益合計 123 93

営業外費用   

支払利息 201 206

為替差損 102 111

その他 57 39

営業外費用合計 362 356

経常利益 814 835

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4 －

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 5 1

投資有価証券評価損 28 －

関係会社整理損 5 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7 －

特別損失合計 47 1

税金等調整前四半期純利益 771 834

法人税、住民税及び事業税 158 147

法人税等調整額 3 3

法人税等合計 162 150

少数株主損益調整前四半期純利益 609 683

少数株主利益 1 0

四半期純利益 608 682
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 609 683

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △260 △242

繰延ヘッジ損益 △43 △2

為替換算調整勘定 △65 △9

その他の包括利益合計 △369 △254

四半期包括利益 239 428

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 238 427

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 771 834

減価償却費 119 111

のれん償却額 △15 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △68 △59

事業撤退特別損失引当金の増減額（△は減少） △7 △295

受取利息及び受取配当金 △49 △45

支払利息 201 206

為替差損益（△は益） △0 △0

有形固定資産売却損益（△は益） △1 0

有形固定資産除却損 5 1

投資有価証券評価損益（△は益） 28 －

関係会社整理損 5 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,757 △5,544

たな卸資産の増減額（△は増加） △238 △970

その他の資産の増減額（△は増加） △102 △59

仕入債務の増減額（△は減少） 5,427 4,830

その他の負債の増減額（△は減少） △181 247

その他 11 25

小計 1,143 △739

利息及び配当金の受取額 53 45

利息の支払額 △199 △207

法人税等の支払額 △211 △120

営業活動によるキャッシュ・フロー 785 △1,021

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △45 △39

有形固定資産の売却による収入 1 1

投資有価証券の取得による支出 △5 △51

投資有価証券の売却による収入 100 －

出資金の払込による支出 － △92

貸付けによる支出 △42 △0

貸付金の回収による収入 17 34

その他 △8 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー 16 △195

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） △23 615

長期借入れによる収入 － 364

長期借入金の返済による支出 △61 △555

少数株主への配当金の支払額 △0 －

その他 △20 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △106 399

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 657 △819

現金及び現金同等物の期首残高 9,838 9,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,495 8,606
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 該当事項はありません。  

  

  

[セグメント情報] 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30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：百万円） 

（注）（１）セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、各報告セグメントに 

配分しない全社費用 百万円が含まれています。 

(２）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。   

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報   

該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30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 

（注）（１）セグメント利益の調整額 百万円には、セグメント間取引消去 百万円、各報告セグメントに  

配分しない全社費用 百万円が含まれています。  

（２）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報   

該当事項はありません。  

  

 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）セグメント情報等

  

報告セグメント
調整額 
（注１） 

合計
（注２） 

繊維関連事業
非繊維関連

事業  
計

売上高           

外部顧客への売上高  46,312  11,474  57,787  －  57,787

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  57  57 ( ) 57  －

計  46,312  11,531  57,844 ( ) 57  57,787

セグメント利益  941  409  1,350 ( ) 297  1,052

△297 57

240

（単位：百万円） 

  

報告セグメント
調整額 
（注１） 

合計
（注２） 

繊維関連事業
非繊維関連  

事業 
計

売上高           

外部顧客への売上高  50,037  11,795  61,833  －  61,833

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 0  59  59 ( ) 59  －

計  50,037  11,854  61,892 ( ) 59  61,833

セグメント利益  965  386  1,351 ( ) 253  1,098

△253 59

193

（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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前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）       （単位：百万円） 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日）       （単位：百万円） 

（注）（１）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。  

（２）各区分に属する主な国または地域 

アジア・・・・・中国、香港 

北 米・・・・・アメリカ 

その他・・・・・欧州 

（３）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

   

４．（参考）海外売上高

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高  17,261  2,341  889  20,492

Ⅱ 連結売上高        57,787

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 29.9  4.1  1.5  35.5

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高  20,376  2,048  1,057  23,481

Ⅱ 連結売上高        61,833

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 33.0  3.3  1.7  38.0
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