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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 7,028 △6.2 375 13.7 310 32.0 183 37.9
24年3月期第2四半期 7,495 17.2 329 38.3 234 137.8 132 179.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 161百万円 （49.5％） 24年3月期第2四半期 108百万円 （497.0％）

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2四半期 32.76 ―
24年3月期第2四半期 23.76 ―

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

25年3月期第2四半期 14,839 9,999 66.4 1,762.65
24年3月期 15,069 9,923 64.9 1,749.98
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,857百万円 24年3月期  9,787百万円

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 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 15.00 15.00

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 15,100 3.8 650 17.9 657 10.0 370 19.0 66.16



(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（注記事項）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」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料P.３ 「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 
本資料に記載の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、これらの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。 

※  注記事項

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2Q 5,615,622 株 24年3月期 5,615,622 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 23,018 株 24年3月期 22,895 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 5,592,653 株 24年3月期2Q 5,592,727 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復興需要とエコカー補助金などの政策 

効果に支えられ回復基調で推移しましたが、海外経済の減速を受け、足踏み状態となっております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは在庫を積み増し積極的な営業展開を行いました。企業納入にお 

いては、ニット製品を主軸としたクールビス商品の販売及び別注ユニフォーム等の新規獲得を強力に推進しました

が、残暑の影響から防寒等の季節商品引取りが遅れ、９月に入って売上が低迷しました。また、一般小売において

も、前年同四半期の作業関連用品等の震災復興特需の反動に加え、熱中症対策グッズの落ち込みもあり、当第２四

半期連結累計期間の売上高は7,028百万円（前年同四半期比6.2％減）となりました。 

 一方利益面では、前年同四半期に比べ当第２四半期連結累計期間は在庫評価減の影響が軽減した事に加え、原材

料及び縫製工賃の高騰による海外仕入コストの上昇を昨年秋の値上げで一部売値に転嫁できたこともあり、売上総

利益率が1.6ポイント改善し、販売費及び一般管理費の削減にも努めた結果、営業利益は375百万円（前年同四半期

比13.7％増）となりました。また、前連結会計年度末に比べ当第２四半期連結累計期間末が円高に移行したことに

より発生したデリバティブ評価損43百万円（前年同四半期は25百万円）及び為替差損（デリバティブの実現損等）

29百万円（前年同四半期は70百万円）等を営業外費用に計上し、経常利益は310百万円（前年同四半期比32.0％

増）、四半期純利益183百万円（前年同四半期比37.9％増）となりました。 

 当社グループは単一セグメントに該当するため、セグメント情報は記載しておりません。 

(注) 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ229百万円減少し、14,839百万円とな 

りました。これは主に商品及び製品139百万円の増加、受取手形及び売掛金186百万円及び流動資産のその他(未収 

入金等)114百万円並びに固定資産53百万円の減少を反映したものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ305百万円減少し、4,839百万円と 

なりました。これは主に流動負債において短期借入金500百万円の増加、支払手形及び買掛金587百万円及び未払 

法人税等220百万円の減少を反映したものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し、9,999百万円と 

なりました。これは主に利益剰余金99百万円の増加及びその他の包括利益累計額28百万円の減少を反映したもの 

であります。 

 この結果、自己資本比率は66.4%（前連結会計年度末は64.9%）となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比 

べ26百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末には835百万円となりました。 

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

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は346百万円（前年同四半期は147百万円の使用）となりました。 

これは主に税金等調整前四半期純利益308百万円、減価償却費48百万円、デリバティブ評価損43百万円、売上債権 

の減少186百万円等による資金の増加があったものの、たな卸資産の増加95百万円、仕入債務の減少586百万円、 

法人税等の支払330百万円等による資金の減少を反映したものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は36百万円（前年同四半期は6百万円の使用）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は408百万円（前年同四半期は88百万円の使用）となりました。 

これは主に短期借入金の純増額500百万円等の資金の増加、配当金及び少数株主への配当金の支払85百万円等によ 

る資金の減少を反映したものであります。 

  

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 

 平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間における進捗は予想を若干下回

っておりますが、第２四半期末以降の経済動向及び為替動向等が業績に与える影響が依然として不透明であるた

め、平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で発表いたしました通期の連結業績予想を修正しておりま

せん。今後、修正する必要が生じた場合には速やかに開示いたします。 

 なお、業績予想につきましては、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。 

  

   

（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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

   

   

 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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 932,963 961,917

受取手形及び売掛金 3,975,748 3,789,464

商品及び製品 5,283,669 5,422,839

仕掛品 53,089 12,618

原材料及び貯蔵品 55,711 52,451

その他 499,329 384,752

貸倒引当金 △6,055 △5,691

流動資産合計 10,794,456 10,618,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,138,907 1,103,685

土地 2,173,818 2,169,984

その他（純額） 89,018 91,079

有形固定資産合計 3,401,744 3,364,749

無形固定資産 67,631 76,801

投資その他の資産   

その他 834,945 808,791

貸倒引当金 △29,559 △29,280

投資その他の資産合計 805,386 779,511

固定資産合計 4,274,762 4,221,062

資産合計 15,069,218 14,839,414

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,979,483 2,392,116

短期借入金 450,000 950,000

1年内返済予定の長期借入金 520,000 520,000

未払法人税等 345,825 125,571

返品調整引当金 36,360 34,850

賞与引当金 59,200 58,740

その他 361,449 316,385

流動負債合計 4,752,317 4,397,662

固定負債   

退職給付引当金 115,200 118,927

役員退職慰労引当金 177,640 182,790

その他 100,307 140,418

固定負債合計 393,148 442,136

負債合計 5,145,465 4,839,799



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,695,949 1,695,949

資本剰余金 1,794,919 1,794,919

利益剰余金 6,246,075 6,345,418

自己株式 △14,442 △14,504

株主資本合計 9,722,502 9,821,783

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 123,835 92,434

繰延ヘッジ損益 116 △89

為替換算調整勘定 △59,270 △56,322

その他の包括利益累計額合計 64,681 36,022

少数株主持分 136,569 141,809

純資産合計 9,923,752 9,999,614

負債純資産合計 15,069,218 14,839,414



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 7,495,767 7,028,402

売上原価 5,766,282 5,290,467

売上総利益 1,729,485 1,737,934

販売費及び一般管理費 1,399,565 1,362,853

営業利益 329,919 375,081

営業外収益   

受取利息 358 322

受取配当金 4,817 8,540

受取賃貸料 5,602 5,498

その他 1,645 3,991

営業外収益合計 12,423 18,353

営業外費用   

支払利息 8,113 6,784

為替差損 70,234 29,807

デリバティブ評価損 25,937 43,295

その他 3,146 3,487

営業外費用合計 107,431 83,375

経常利益 234,910 310,059

特別利益   

固定資産売却益 － 1,928

特別利益合計 － 1,928

特別損失   

固定資産除却損 146 －

投資有価証券評価損 1,427 3,693

特別損失合計 1,573 3,693

税金等調整前四半期純利益 233,337 308,293

法人税等 99,877 119,772

少数株主損益調整前四半期純利益 133,459 188,521

少数株主利益 577 5,288

四半期純利益 132,882 183,233



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 133,459 188,521

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,655 △31,401

繰延ヘッジ損益 △170 △206

為替換算調整勘定 △2,345 4,984

その他の包括利益合計 △25,171 △26,623

四半期包括利益 108,288 161,898

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,699 154,574

少数株主に係る四半期包括利益 △411 7,323



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 233,337 308,293

減価償却費 49,561 48,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,394 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,762 3,727

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,050 5,150

受取利息及び受取配当金 △5,175 △8,863

支払利息 8,113 6,784

為替差損益（△は益） △13 △22

デリバティブ評価損益（△は益） 25,937 43,295

固定資産売却損益（△は益） － △1,928

固定資産除却損 146 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,427 3,693

売上債権の増減額（△は増加） △671,933 186,673

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,140,994 △95,259

仕入債務の増減額（△は減少） 1,318,539 △586,237

未収消費税等の増減額（△は増加） △32,780 47,210

未収入金の増減額（△は増加） 14,499 96,051

未払金の増減額（△は減少） △3,481 △38,322

その他 39,726 △36,524

小計 △144,880 △18,001

利息及び配当金の受取額 5,146 9,005

利息の支払額 △7,572 △7,023

法人税等の支払額 △5,886 △330,868

法人税等の還付額 5,457 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △147,735 △346,886

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 △1,063 △22,560

有形固定資産の売却による収入 － 6,693

投資有価証券の取得による支出 △4,246 △7,657

その他の支出 △1,137 △13,412

その他の収入 － 777

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,447 △36,159

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） － 500,000

自己株式の取得による支出 － △61

配当金の支払額 △83,851 △83,699

少数株主への配当金の支払額 △500 △2,083

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,720 △5,684

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,072 408,470

現金及び現金同等物に係る換算差額 △670 1,331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △242,925 26,756

現金及び現金同等物の期首残高 2,018,092 809,127

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,775,166 835,883



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

 前第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）及び当第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） 

 当社グループは、作業用衣料品及びその関連用品等の製造販売を行う単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。 

   

   

（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

（６）セグメント情報等
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