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１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 9,260 5.8 333 9.1 551 38.5 466 130.8

25年３月期第１四半期 8,752 △5.8 305 △50.9 397 △48.3 202 △57.8

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 576百万円( ― ％) 25年３月期第１四半期 7百万円(△98.6％)

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１四半期 10 88 ―

25年３月期第１四半期 4 74 ―

（２）連結財政状態

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

26年３月期第１四半期 43,490 31,806 71.0 719 89

25年３月期 42,952 31,574 71.5 715 50

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 30,877百万円 25年３月期 30,691百万円

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 ― 6 00 ― 8 00 14 00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 6 00 ― 6 00 12 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 19,000 4.0 700 △18.9 800 △23.8 500 △37.2 11 66

通期 38,000 5.8 1,600 24.4 2,000 10.5 1,300 8.3 30 31



  

 

 

 
  

・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。なお、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、この四半期決算短信の開示時点において、
終了していません。 

  

・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、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。 

・決算補足説明資料は、決算発表後すみやかに当社ホームページに掲載いたします。 

  

  

※ 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

（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
 

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１Ｑ 43,140,999株 25年３月期 43,140,999株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 248,836株 25年３月期 245,805株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 42,893,476株 25年３月期１Ｑ 42,638,017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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による金融緩和及び経済政策により、円

安・株高へ転じ全体としての景況感は回復の兆しを見せました。しかし欧州は経済的に厳しい状況が続

いており、中国や新興国なども景気拡大基調は弱まりました。また、エネルギーや原材料価格の上昇な

どもあり、全体としては低調に推移しました。  

 このような状況のなか、当社グループは独自技術で優位性を発揮することに注力し、持続的な成長を

図るため環境変化に応じた開発に経営資源を投入しました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、9,260百万円（前年同期比5.8%増）となり、営

業利益は333百万円（前年同期比9.1%増）、経常利益は551百万円（前年同期比38.5%増）、四半期純利

益は子会社合併による税効果もあり466百万円（前年同期比130.8%増）の増収増益となりました。  

  

事業のセグメント別状況は以下の通りであります。 
 

［繊維事業］  

衣料ファブリック部門は、当社の得意とする高感性・高機能素材の開発と市場導入の積極的な推進に

より、ファッション衣料を中心に堅調に推移し増加しました。しかしながら、スポーツ衣料は海外市場

の持ち直しの兆しはあるものの国内外とも総じて苦戦が続いており、また、民族衣装は市場の低迷を受

け減少しました。  

 資材ファブリック部門は、医療・福祉のメディカル分野が堅調に推移し増加したものの、その他の分

野は減少しました。また、超微多孔スポンジ状セラミック基盤「グリーンビズ」は、用途開発や環境市

場への活用提案を積極的に行い、着実に市場認知度を高めています。  

 製品部門は、株式会社パッゾの買収により売上高は前年同期比189.7%増と大幅に拡大しました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の当事業の売上高は8,998百万円（前年同期比5.6%増）とな

りました。  

  

［その他の事業］ 

物流分野が堅調に推移し、当第１四半期連結累計期間の当事業の売上高は261百万円（前年同期比

15.1%増）となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、「有価証券」並びに「商品及び製品」が増加し

たことなどから、前連結会計年度末に比べ538百万円増加し、43,490百万円となりました。 

 負債については、「支払手形及び買掛金」が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ306

百万円増加し、11,684百万円となりました。 

 純資産については、「利益剰余金」並びに「為替換算調整勘定」が増加したことなどから、前連結

会計年度末に比べ231百万円増加し、31,806百万円となりました。 

  

平成26年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成25年５月

10日に公表しました業績予想から変更はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

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

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,361 7,086

受取手形及び売掛金 7,728 7,477

有価証券 3,940 4,630

商品及び製品 2,063 2,512

仕掛品 889 934

原材料及び貯蔵品 1,968 1,993

繰延税金資産 257 454

その他 380 200

貸倒引当金 △51 △46

流動資産合計 24,537 25,244

固定資産

有形固定資産 7,896 7,875

無形固定資産 239 243

投資その他の資産

長期預金 1,000 1,000

投資有価証券 7,370 7,294

繰延税金資産 810 825

その他 1,116 1,021

貸倒引当金 △17 △15

投資その他の資産合計 10,279 10,126

固定資産合計 18,414 18,245

資産合計 42,952 43,490
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,176 5,332

短期借入金 251 250

未払法人税等 357 334

賞与引当金 343 188

その他の引当金 18 10

その他 1,093 1,454

流動負債合計 7,241 7,571

固定負債

退職給付引当金 3,419 3,384

役員退職慰労引当金 516 503

環境対策引当金 11 11

その他 189 213

固定負債合計 4,136 4,112

負債合計 11,378 11,684

純資産の部

株主資本

資本金 4,680 4,680

資本剰余金 4,720 4,720

利益剰余金 20,949 21,018

自己株式 △108 △109

株主資本合計 30,242 30,309

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 548 526

為替換算調整勘定 △98 41

その他の包括利益累計額合計 449 568

少数株主持分 882 928

純資産合計 31,574 31,806

負債純資産合計 42,952 43,490
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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１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 8,752 9,260

売上原価 7,216 7,243

売上総利益 1,536 2,017

販売費及び一般管理費 1,230 1,683

営業利益 305 333

営業外収益

受取配当金 61 62

為替差益 － 48

持分法による投資利益 40 40

その他 56 68

営業外収益合計 158 220

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 49 －

その他 15 2

営業外費用合計 65 2

経常利益 397 551

特別利益

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 67 0

特別利益合計 67 1

特別損失

固定資産除却損 2 1

投資有価証券売却損 86 －

臨時損失 － 2

特別損失合計 88 3

税金等調整前四半期純利益 376 548

法人税、住民税及び事業税 257 320

法人税等調整額 △62 △201

法人税等合計 194 118

少数株主損益調整前四半期純利益 182 430

少数株主損失（△） △19 △36

四半期純利益 202 466
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 182 430

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △304 △21

為替換算調整勘定 129 222

持分法適用会社に対する持分相当額 － △54

その他の包括利益合計 △175 146

四半期包括利益 7 576

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △20 530

少数株主に係る四半期包括利益 28 45
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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１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。 

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おります。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。 

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おります。 

  

  

（３）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）

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）繊維事業 その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,525 227 8,752 ─ 8,752

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

18 424 442 △442 ─

計 8,543 651 9,195 △442 8,752

セグメント利益 268 33 302 3 305

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）繊維事業 その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,998 261 9,260 ─ 9,260

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

29 445 474 △474 ─

計 9,028 706 9,735 △474 9,260

セグメント利益 292 39 332 1 333
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