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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 92,273 6.6 1,595 △44.6 2,196 △26.7 1,119 △32.1
25年3月期第3四半期 86,548 2.1 2,879 △9.8 2,996 0.3 1,649 8.4

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,003百万円 （5.0％） 25年3月期第3四半期 1,907百万円 （55.9％）

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3四半期 133.30 ―
25年3月期第3四半期 196.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 61,052 28,125 46.1
25年3月期 53,989 26,500 49.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 28,120百万円 25年3月期 26,495百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 45.00 45.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 45.00 45.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

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 117,000 2.7 2,000 △33.0 2,400 △26.1 1,150 △37.5 136.92



(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 
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」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 

(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 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。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」をご覧ください。 
２．四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表規則」に従い作成しております。 

※ 注記事項

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
②①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） 26年3月期3Q 10,568,000 株 25年3月期 10,568,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 2,169,228 株 25年3月期 2,169,103 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 8,398,824 株 25年3月期3Q 8,399,032 株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府が推し進める積極的な経済政策、金融緩和を受けて株

高・円安が進行し、一部企業において収益改善が見られるものの、依然として長引く欧州債務問題、中国経済の

減速など楽観視できない状況が続いております。

繊維業界におきましても、経済回復傾向とあって高価格商品の売行きが好調なものの、節約志向の消費者マイ

ンドの回復までには及ばず、厳しい経営環境下で苦戦を強いられております。

このような状況の下、当社グループは、中期経営計画「NEW YAGI 120」の 終年度にあたり、重点施策である

「海外市場の開拓」「川下志向」「機能強化」「人材育成と社内インフラの整備」を進めております。原料、テ

キスタイル、繊維二次製品の各部門におきまして、高付加価値商品の開発や優良取引先との取り組み強化に注力

するとともに、引き続きチャイナプラスワンの開発を進めており、その一環として設立・出資した生産拠点を含

め供給体制の強化を図っております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は92,273百万円(前年同期比6.6％増)、営業利益は1,595百万円

(前年同期比44.6％減)、経常利益は2,196百万円(前年同期比26.7％減)、四半期純利益は1,119百万円(前年同期比

32.1％減)となりました。

なお、事業セグメント別の売上高の状況は、以下のとおりであります。

（２）財政状態に関する説明

①流動資産

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べ5,994百万円増加し、

47,979百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金が増加したことが主な要因であります。

②固定資産

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,067百万円増加し、

13,072百万円となりました。これは、時価の上昇に伴い投資有価証券の時価評価差額が増加したことが主な要因

であります。

③流動負債

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ949百万円増加し、25,396

百万円となりました。これは、短期借入金が増加したことが主な要因であります。

④固定負債

当第３四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4,488百万円増加し、7,529

百万円となりました。これは、長期借入金が増加したことが主な要因であります。

⑤純資産

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ1,624百万円増加し、28,125

百万円となりました。これは、投資有価証券の時価評価差額の増加に伴い、その他有価証券評価差額金が増加し

たことが主な要因であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の連結業績予想に関しましては、当第３四半期連結累計期間の業績の状況から、本日開示いたしました「業

績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、前回予想(平成25年10月28日公表)を修正しております。

１．当四半期決算に関する定性的情報

セグメントの名称
前第３四半期連結累計期間

平成25年３月期
百万円

当第３四半期連結累計期間
平成26年３月期

百万円

増減率

％

繊維セグメント

原料部門 13,901 14,491 4.2

テキスタイル部門 10,897 11,250 3.2

繊維二次製品部門 59,461 64,255 8.1

その他 2,071 2,008 △3.0

繊維セグメント合計 86,332 92,005 6.6

不動産セグメント 216 268 23.8

合計 86,548 92,273 6.6
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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

税金費用については、当第３四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しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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（注記事項）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：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,028,149 2,506,344

受取手形及び売掛金 31,686,154 36,803,505

有価証券 223,405 223,432

たな卸資産 6,606,502 6,741,920

繰延税金資産 550,862 487,145

その他 1,034,791 1,385,450

貸倒引当金 △144,621 △168,030

流動資産合計 41,985,243 47,979,767

固定資産

有形固定資産 4,678,299 4,547,936

無形固定資産 12,870 9,650

投資その他の資産

投資有価証券 5,675,282 6,642,744

その他 1,949,622 2,038,079

投資損失引当金 △214,360 －

貸倒引当金 △97,212 △165,925

投資その他の資産合計 7,313,332 8,514,898

固定資産合計 12,004,502 13,072,484

資産合計 53,989,746 61,052,252

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,811,920 11,908,618

電子記録債務 － 993,504

短期借入金 5,357,296 7,668,178

未払法人税等 627,126 174,498

引当金 707,148 598,701

その他 3,943,811 4,053,228

流動負債合計 24,447,304 25,396,730

固定負債

長期借入金 － 4,000,000

繰延税金負債 709,126 1,115,997

退職給付引当金 755,332 803,954

その他の引当金 69,544 70,135

その他 1,507,626 1,539,702

固定負債合計 3,041,629 7,529,790

負債合計 27,488,933 32,926,520
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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３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,088,000 1,088,000

資本剰余金 805,188 805,188

利益剰余金 24,744,861 25,486,511

自己株式 △1,629,205 △1,629,404

株主資本合計 25,008,845 25,750,296

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,327,127 2,078,917

繰延ヘッジ損益 213,337 317,387

為替換算調整勘定 △53,400 △25,653

その他の包括利益累計額合計 1,487,064 2,370,650

少数株主持分 4,902 4,785

純資産合計 26,500,812 28,125,732

負債純資産合計 53,989,746 61,052,252
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 86,548,686 92,273,368

売上原価 75,085,603 82,288,210

売上総利益 11,463,082 9,985,158

販売費及び一般管理費 8,583,344 8,389,345

営業利益 2,879,738 1,595,812

営業外収益

受取利息 12,889 11,129

受取配当金 121,535 131,337

為替差益 56,683 586,441

その他 31,720 30,555

営業外収益合計 222,828 759,463

営業外費用

支払利息 31,375 39,851

売上割引 63,758 46,396

貸倒引当金繰入額 － 66,871

その他 10,852 5,644

営業外費用合計 105,986 158,763

経常利益 2,996,580 2,196,512

特別利益

関係会社株式売却益 － 42,522

特別利益合計 － 42,522

特別損失

投資有価証券評価損 43,890 －

関係会社株式売却損 － 93,720

関係会社出資金評価損 － 52,500

投資損失引当金繰入額 123,192 －

貸倒損失 － 211,576

貸倒引当金繰入額 40,630 －

特別損失合計 207,712 357,796

税金等調整前四半期純利益 2,788,867 1,881,237

法人税等 1,139,835 761,762

少数株主損益調整前四半期純利益 1,649,031 1,119,475

少数株主損失（△） △18 △125

四半期純利益 1,649,050 1,119,600
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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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,649,031 1,119,475

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 143,684 751,797

繰延ヘッジ損益 114,340 104,049

為替換算調整勘定 160 27,746

その他の包括利益合計 258,186 883,594

四半期包括利益 1,907,217 2,003,069

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,907,244 2,003,186

少数株主に係る四半期包括利益 △26 △117
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（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）
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