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1.  平成25年4月期第3四半期の連結業績（平成24年5月1日～平成25年1月31日） 

（注）平成25年４月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりま 
   せん。 

(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4月期第3四半期 6,443 △22.6 68 △85.5 49 △89.5 5 △98.0

24年4月期第3四半期 8,322 25.7 469 195.5 470 191.6 269 193.9

（注）包括利益 25年4月期第3四半期 29百万円 （△88.4％） 24年4月期第3四半期 254百万円 （311.1％）

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

25年4月期第3四半期 0.89 ―

24年4月期第3四半期 45.71 45.48

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年4月期第3四半期 7,523 5,065 67.3
24年4月期 7,444 5,140 69.0

（参考） 自己資本   25年4月期第3四半期  5,065百万円 24年4月期  5,140百万円

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4月期 ― 0.00 ― 17.00 17.00
25年4月期 ― 0.00 ―

25年4月期（予想） 17.00 17.00

3. 平成25年 4月期の連結業績予想（平成24年 5月 1日～平成25年 4月30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  ：  有  
 業績予想の修正につきましては、本日（平成25年３月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 8,700 △20.0 115 △77.7 100 △80.7 45 △83.3 7.61



(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 

 第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりますが、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ます。 

※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直し等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、当社とし
てその実現を約束する趣旨のものではありません。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、四半期決算短信（添付資料）P.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

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4月期3Q 6,085,401 株 24年4月期 6,085,401 株

② 期末自己株式数 25年4月期3Q 171,796 株 24年4月期 173,757 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年4月期3Q 5,913,480 株 24年4月期3Q 5,887,651 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要等の内需を中心に緩やか

な回復傾向が続いており、政権交代に伴う景気対策への期待感による円安・株高の動きがある一方で、欧

州の債務問題を背景とした海外経済や日中関係の動向等の懸念材料により、先行きについては引続き不透

明な状況が続いております。 

このような環境下、当第３四半期連結累計期間においては、いずれの事業におきましても減収傾向であ

ったことに加え、利益面では、年金制度設計変更に伴う退職給付費用、上場関連費用、本社社屋建替えに

伴う解体撤去費用等特別な要因による費用が集中したため当第３四半期連結累計期間の売上高は、6,443

百万円（前年同四半期比22.6％減）、営業利益は68百万円（前年同四半期比85.5％減）、経常利益は49百

万円（前年同四半期比89.5％減）、四半期純利益は5百万円（前年同四半期比98.0％減）となり減収減益

となりました。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

主力事業であります防護服・環境資機材事業におきましては、東日本大震災の復興需要が、やや落ち着

いて推移したことに加え、一般汚れ作業などの産業向けの需要が景気低迷の影響により低調に推移しまし

た。この結果、防護服・環境資機材事業の売上高は2,892百万円（前年同四半期比27.5％減）、セグメン

ト利益（営業利益）は、244百万円（前年同四半期比52.2％減）となり減収減益となりました。 

たたみ資材事業におきましても、復興関連の需要はやや落着いて推移し、また比較的利益率の高い畳表

等については供給過多傾向にあったため、全般的に需要が低調に推移しました。この結果、たたみ資材事

業の売上高は1,385百万円（前年同四半期比18.3％減）、セグメント利益（営業利益）は50百万円（前年

同四半期比55.9％減）となり減収減益となりました。 

アパレル資材事業におきましては、ユニフォーム分野の販売減少傾向が大きく、売上面、利益面とも厳

しい状況が続いたため、利益確保のため経費削減に取組みました。この結果、アパレル資材事業の売上高

は1,514百万円（前年同四半期比20.0％減）の減収でしたが、セグメント利益（営業利益）は96百万円

（前年同四半期比6.9％増）とわずかながら増益となりました。 

なお、報告セグメントに配分していない一般管理費の全社費用は341百万円であり、営業外費用に計上

した上場関連費用は22百万円、特別損失に計上した本社社屋建替えに伴う固定資産除却損は12百万円であ

ります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.6％減少し、5,943百万円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金が527百万円減少し、現金及び預金が344百万円増加、商品及び製品などのたな卸資

産が94百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて12.7％増加し、1,580百万円となりました。これは、主とし

て本社社屋建替えに伴う建設仮勘定の増加などにより有形固定資産が153百万円増加、退職給付引当金

に係る繰延税金資産の増加や投資有価証券の評価額上昇等で投資その他の資産が38百万円増加したこと

などが原因であります。 

この結果総資産は、前連結会計年度末に比べて78百万円増加し、7,523百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1.9％増加し、1,943百万円となりました。これは、主として

支払手形及び買掛金が143百万円増加し、法人税の納付等により未払法人税等が127百万円減少したこと

などによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて29.2％増加し、514百万円となりました。これは、主として

年金制度設計変更の影響等で退職給付引当金が60百万円増加したこと、社債が50百万円増加したことな

どによります。 

  

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

（資産）

（負債）
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  純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.4％減少し、5,065百万円となりました。これは、主とし

て配当等で利益剰余金が99百万円減少し、その他の包括利益累計額が24百万円増加したことなどにより

ます。 

  

平成24年９月７日に公表いたしました平成25年４月期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しており

ます。詳細につきましては、本日（平成25年３月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。  

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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５月１日以後に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。  

これにより当第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に与え

る影響は軽微であります。 

（純資産）

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,621,149 1,965,496

受取手形及び売掛金 3,027,014 2,499,105

商品及び製品 1,088,905 1,201,978

原材料 216,186 197,310

その他 99,342 86,168

貸倒引当金 △9,897 △6,842

流動資産合計 6,042,700 5,943,216

固定資産   

有形固定資産 1,015,479 1,168,639

無形固定資産 126,902 114,125

投資その他の資産   

投資有価証券 133,147 149,081

その他 127,602 149,527

貸倒引当金 △1,124 △965

投資その他の資産合計 259,625 297,643

固定資産合計 1,402,007 1,580,407

資産合計 7,444,708 7,523,624

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,489,662 1,632,832

短期借入金 13,700 13,700

1年内償還予定の社債 40,000 50,000

未払金 51,597 117,428

未払法人税等 141,614 13,825

賞与引当金 63,000 28,500

役員賞与引当金 20,000 －

その他 86,670 87,094

流動負債合計 1,906,243 1,943,380

固定負債   

社債 130,000 180,000

退職給付引当金 179,396 240,097

役員退職慰労引当金 88,840 94,370

固定負債合計 398,236 514,467

負債合計 2,304,480 2,457,848
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 887,645 887,645

資本剰余金 1,052,317 1,052,877

利益剰余金 3,255,529 3,155,972

自己株式 △22,921 △22,670

株主資本合計 5,172,570 5,073,824

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,679 20,712

為替換算調整勘定 △43,021 △28,761

その他の包括利益累計額合計 △32,342 △8,048

純資産合計 5,140,228 5,065,776

負債純資産合計 7,444,708 7,523,624
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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５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 8,322,485 6,443,320

売上原価 6,737,196 5,261,921

売上総利益 1,585,289 1,181,398

販売費及び一般管理費 1,115,846 1,113,253

営業利益 469,443 68,144

営業外収益   

受取利息 861 584

受取配当金 2,595 3,422

受取賃貸料 2,000 2,016

その他 3,562 3,007

営業外収益合計 9,019 9,031

営業外費用   

支払利息 2,539 1,798

社債発行費 － 1,259

為替差損 5,129 2,788

上場関連費用 － 22,000

その他 36 43

営業外費用合計 7,704 27,889

経常利益 470,758 49,286

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,361 －

投資有価証券売却益 － 29

特別利益合計 7,361 29

特別損失   

固定資産売却損 29 －

固定資産除却損 514 12,357

減損損失 1,792 3,000

投資有価証券売却損 － 15

特別損失合計 2,336 15,373

税金等調整前四半期純利益 475,782 33,942

法人税、住民税及び事業税 183,354 29,123

法人税等調整額 23,260 △446

法人税等合計 206,614 28,677

少数株主損益調整前四半期純利益 269,168 5,265

四半期純利益 269,168 5,265
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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５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 269,168 5,265

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,147 10,033

為替換算調整勘定 △12,525 14,260

その他の包括利益合計 △14,673 24,294

四半期包括利益 254,494 29,559

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 254,494 29,559

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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５月１日  至  平成24年１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 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額2,592千円、及び、報告セグメントに配分し

ていない一般管理費等の全社費用△289,635千円であります。 

３  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おります。 

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成25年１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 

 
(注) １  「その他」の区分は中国子会社であります。 

２  セグメント利益の調整額は、セグメント間取引に関わる調整額2,913千円、及び、報告セグメントに配分し

ていない一般管理費等の全社費用△341,091千円であります。 

３  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おります。 

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

  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に記載のとおり、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５月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人

税法に基づく方法に変更しております。 

  これにより当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

防護服・
環境資機材

たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

3,989,419 1,696,171 1,891,934 7,577,526 744,959 8,322,485 ― 8,322,485

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

243 ― 3,006 3,250 32,269 35,519 △35,519 ―

計 3,989,663 1,696,171 1,894,941 7,580,777 777,228 8,358,005 △35,519 8,322,485

セグメント利益 512,533 114,849 90,137 717,519 38,967 756,486 △287,043 469,443

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

防護服・
環境資機材

たたみ 
資材

アパレル
資材

計

売上高

外部顧客への
売上高

2,892,430 1,385,657 1,514,190 5,792,278 651,041 6,443,320 ― 6,443,320

セグメント間
の内部売上高 
又は振替高

146 ― 6,396 6,542 20,910 27,453 △27,453 ―

計 2,892,577 1,385,657 1,520,587 5,798,821 671,952 6,470,773 △27,453 6,443,320

セグメント利益 244,842 50,679 96,321 391,843 14,478 406,322 △338,177 68,144

（５）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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