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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）

（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 2,338 △2.4 △53 ― 0 △97.9 △125 ―

 25年3月期第２四半期 2,396 △21.6 △18 ― 24 △70.2 12 △87.8

(注) 包括利益 26年3月期第２四半期 △144百万円(－％) 25年3月期第２四半期 △18百万円(－％)

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

 26年3月期第２四半期 △17 66 ―

 25年3月期第２四半期 1 62 ―

（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 ％

 26年3月期第２四半期 6,045 2,135 34.4

 25年3月期 4,900 2,298 45.8

(参考) 自己資本  26年3月期第２四半期 2,079百万円  25年3月期 2,242百万円

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

 25年3月期 ― 2 50 ― 2 50 5 00

 26年3月期 ― 0 00

 26年3月期(予想) ― 0 00 0 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)

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 3,800 △16.9 △200 ― △130 ― △830 ― △113 56



  

  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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３ページ「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  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 ： 有

（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)  26年3月期２Ｑ 7,140,078株  25年3月期 7,140,078株

② 期末自己株式数  26年3月期２Ｑ 14,667株  25年3月期 13,833株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  26年3月期２Ｑ 7,125,649株  25年3月期２Ｑ 7,458,493株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、経済・金融対策の執行から円高修正、株価上昇の

効果により、輸出型企業を中心とした業績回復、消費者マインド改善等、景況感の緩やかな上向きが見

られるものの、欧州、中国新興国経済における影響により、その回復の力強さについては、先行きの不

透明感が続いております。 

当繊維業界におきましても、国内外の事業環境の変化、海外生産拠点の展開・拡大、企業間競争の激

化、原燃料のコスト増大等により、依然として厳しい環境にあります。 

このような状況のもと、当社グループは、思い切った生産効率の合理化を実施すると同時に車輌シー

ト材の生産を目的とした海外生産拠点を立ち上げる事を 重点において経営体質の強化に推進しており

ます。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は23億38百万円(前年同四半期比2.4％減)、経常利益

は０百万円(前年同四半期比97.9％減)、四半期純損失は１億25百万円(前年同四半期は12百万円の利益)

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。 

衣料用途においては、得意とする高次加工商品は堅調に推移しましたが、国内需要の変化、停滞等

が続く中、総じて減少となりました。また、資材用途においては、車輌資材関連が減少となった一方

で、高機能繊維商品関連は、前年並みに推移しました。 

以上の結果、繊維事業全体における売上高は21億43百万円（前年同四半期比4.9％減）、営業損失

は88百万円（前年同四半期は30百万円の損失）となりました。 

機械製造・修理事業において売上増加があり、内装業においても受注が堅調に推移しました。 

以上の結果、その他における売上高は１億95百万円(前年同四半期比37.0％増)、営業利益は27百万

円（前年同四半期比70.3％増）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、前連結会計年度末に比べ11億45百万円増加し、60億45百万円

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加１億４百万円、現金及び預金の増加10億54百万

円等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ13億７百万円増加し、39億９百万円となりました。主な要因は、支

払手形及び買掛金の増加１億26百万円、長期借入金の増加11億54百万円等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１億62百万円減少し、21億35百万円となりました。主な要因は、

四半期純損失の計上によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ10億54百万円

増加し、17億５百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

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

① 繊維事業

② その他

（２）財政状態に関する説明

(2) キャッシュ・フローの状況
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費78百万円、

仕入債務の増加額１億26百万円等による増加要因と、税金等調整前四半期純損失１億10百万円、売上

債権の増加額１億４百万円等による減少要因により、21百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は

31百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取

得による支出により91百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は87百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入12

億92百万円、長期借入金の返済１億10百万円等により、11億61百万円の収入（前第２四半期連結累計

期間は１億47百万円の支出）となりました。 

  

平成25年５月14日に公表いたしました当第２四半期連結累計期間の連結業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、本日公表の「第２四半期連結業績予想と実績の差異に関するお知らせ」をご

参照ください。なお、平成26年３月期通期の業績予想については、当初予想を変更しておりません。 

業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。 

  

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を

合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しておりま

す。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる会社に

ついては、法定実効税率を使用して計算した金額を計上しております。 

  

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（1）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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４．四半期連結財務諸表
（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 793,551 1,848,182

受取手形及び売掛金 1,152,155 1,257,039

商品及び製品 321,616 279,486

仕掛品 177,629 162,290

原材料及び貯蔵品 186,199 227,791

繰延税金資産 3,769 3,725

その他 58,545 56,474

貸倒引当金 △2,373 △2,466

流動資産合計 2,691,094 3,832,524

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 966,735 931,371

機械装置及び運搬具（純額） 232,288 197,061

その他（純額） 233,699 335,050

有形固定資産合計 1,432,723 1,463,483

無形固定資産 4,500 3,695

投資その他の資産

投資有価証券 687,224 665,449

その他 90,252 85,685

貸倒引当金 △5,741 △5,741

投資その他の資産合計 771,736 745,393

固定資産合計 2,208,960 2,212,571

資産合計 4,900,054 6,045,096

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 811,281 938,083

1年内返済予定の長期借入金 231,236 241,236

未払法人税等 15,727 17,161

賞与引当金 7,954 5,533

その他 222,701 251,952

流動負債合計 1,288,900 1,453,966

固定負債

長期借入金 510,833 1,665,465

退職給付引当金 494,615 490,312

役員退職慰労引当金 21,324 23,606

負ののれん 7,111 6,652

資産除去債務 93,930 94,556

その他 185,213 175,292

固定負債合計 1,313,027 2,455,885

負債合計 2,601,928 3,909,852
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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)

純資産の部

株主資本

資本金 506,000 506,000

資本剰余金 130,686 130,686

利益剰余金 1,418,123 1,274,477

自己株式 △1,740 △1,857

株主資本合計 2,053,069 1,909,306

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 188,974 172,957

為替換算調整勘定 － △3,231

その他の包括利益累計額合計 188,974 169,725

少数株主持分 56,082 56,211

純資産合計 2,298,126 2,135,244

負債純資産合計 4,900,054 6,045,096
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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 2,396,263 2,338,609

売上原価 2,152,859 2,154,942

売上総利益 243,403 183,667

販売費及び一般管理費 262,102 237,141

営業損失（△） △18,699 △53,474

営業外収益

受取利息 85 306

受取配当金 6,826 5,487

受取賃貸料 46,156 45,859

持分法による投資利益 － 3,003

為替差益 － 10,365

その他 13,010 11,568

営業外収益合計 66,079 76,591

営業外費用

支払利息 5,208 7,377

賃貸費用 11,661 11,613

持分法による投資損失 1,981 －

その他 3,660 3,612

営業外費用合計 22,511 22,603

経常利益 24,868 513

特別利益

固定資産売却益 129 －

特別利益合計 129 －

特別損失

固定資産処分損 121 －

工場再編損失 － 110,940

特別損失合計 121 110,940

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

24,876 △110,427

法人税等 12,179 14,696

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

12,696 △125,124

少数株主利益 590 696

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12,105 △125,820
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

12,696 △125,124

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,193 △16,014

為替換算調整勘定 － △3,231

その他の包括利益合計 △31,193 △19,245

四半期包括利益 △18,497 △144,369

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,085 △145,068

少数株主に係る四半期包括利益 587 699
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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 24,876 △110,427

減価償却費 96,173 78,978

持分法による投資損益（△は益） 1,981 △3,003

有形固定資産処分損益（△は益） △8 －

その他の償却額 △236 △430

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,213 △4,302

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,758 2,282

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,232 △2,420

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,138 93

受取利息及び受取配当金 △6,912 △5,794

支払利息 5,208 7,377

為替差損益（△は益） － △25,205

工場再編損失 － 110,940

売上債権の増減額（△は増加） △6,707 △104,883

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,886 15,875

仕入債務の増減額（△は減少） 51,555 126,802

その他の資産の増減額（△は増加） 26,156 5,592

その他の負債の増減額（△は減少） △49,519 △32,702

小計 102,078 58,770

利息及び配当金の受取額 6,912 5,794

利息の支払額 △5,772 △7,639

事業再編による支出 △65,273 －

工場再編に伴う支出 － △65,808

法人税等の支払額 △6,415 △12,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 31,530 △21,004

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 △89,353 △91,485

有形固定資産の売却による収入 129 －

従業員に対する貸付金の回収による収入 897 311

その他の支出 △100 △128

その他の収入 550 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,875 △91,302

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 50,000 1,292,200

長期借入金の返済による支出 △80,453 △110,618

自己株式の取得による支出 △95,799 △116

配当金の支払額 △19,590 △17,825

少数株主への配当金の支払額 △570 △570

リース債務の返済による支出 △1,157 △1,157

財務活動によるキャッシュ・フロー △147,569 1,161,912

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 5,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △203,914 1,054,630

現金及び現金同等物の期首残高 779,206 650,551

現金及び現金同等物の四半期末残高 575,291 1,705,182
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 該当事項はありません。 

  

 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）
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