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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 20,215 1.4 552 △1.2 574 5.2 466 36.3
25年３月期第２四半期 19,932 △0.7 559 △7.5 545 0.8 342 26.9

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 1,164百万円( 215.7％) 25年３月期第２四半期 369百万円( 56.8％)

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 10.99 ―
25年３月期第２四半期 8.07 ―

（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 45,557 14,807 32.5
25年３月期 45,380 13,856 30.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 14,807百万円 25年３月期 13,856百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 5.00 5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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 40,500 1.4 1,320 0.7 1,300 △1.5 650 △24.4 15.33
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

  

  

※ 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 42,523,735株 25年３月期 42,523,735株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 130,583株 25年３月期 128,985株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 42,393,995株 25年３月期２Ｑ 42,396,571株

※ 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、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。

※ 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２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。
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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、政府の経済政策を背景に円安・株高が進行し、輸

出型企業を中心に企業業績が改善し、景況感が大幅に改善する等、回復の兆しが見えてきました。 

一方で、新興国経済の減速、原油高等によるコストの上昇といった景気下振れリスクにより本格的な

景気回復へは先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、引き続き収益改善への取り組みを継続してま

いりました。 

その結果、売上高は20,215百万円（前年同四半期比1.4％増）、営業利益は552百万円（前年同四半期

比1.2％減）、経常利益は574百万円（前年同四半期比5.2％増）、四半期純利益は466百万円（前年同四

半期比36.3％増）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して177百万円増加し、45,557百

万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金が751百万円減少し、商品及び製品が312百万円、建

設仮勘定が288百万円、投資有価証券が258百万円増加したことなどによるものであります。  

負債は、前連結会計年度末と比較して775百万円減少し、30,750百万円となりました。これは主に支

払手形及び買掛金が1,069百万円、短期借入金が425百万円減少し、長期借入金が684百万円増加したこ

となどによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比較して952百万円増加し、14,807百万円となりました。  

  

営業活動によるキャッシュ・フローでは、売上債権の減少955百万円、仕入債務の減少1,237百万円

などにより当第２四半期連結累計期間は89百万円の収入となりました。これは前第２四半期連結累計

期間の194百万円の収入に対し104百万円の収入の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、有形固定資産の取得による支出510百万円、投資有価証

券の売却による収入483百万円などにより当第２四半期連結累計期間は49百万円の支出となりまし

た。これは前第２四半期連結累計期間の302百万円の支出に対し253百万円の支出の減少となりまし

た。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、配当金の支払額212百万円などにより当第２四半期連結

累計期間は206百万円の支出となりました。これは前第２四半期連結累計期間の336百万円の支出に対

し130百万円の支出の減少となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、2,481百万円となりまし

た。  

  

通期の業績予想につきましては、平成25年５月17日発表の数値に変更はありません。  

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

当第２四半期連結累計期間に係るキャッシュ・フローの状況は以下の通りです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

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。  

  

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
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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 2,943,561 2,826,494

受取手形及び売掛金 10,493,518 9,742,337

商品及び製品 3,321,512 3,633,598

仕掛品 900,769 874,902

原材料及び貯蔵品 2,273,709 2,201,840

繰延税金資産 362,881 392,571

その他 270,516 510,560

貸倒引当金 △73,912 △85,977

流動資産合計 20,492,554 20,096,325

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,090,901 13,243,367

減価償却累計額 △9,944,599 △10,081,066

建物及び構築物（純額） 3,146,302 3,162,301

機械装置及び運搬具 21,998,449 22,376,000

減価償却累計額 △20,556,638 △20,900,895

機械装置及び運搬具（純額） 1,441,811 1,475,105

工具、器具及び備品 2,772,191 2,799,703

減価償却累計額 △2,585,395 △2,608,144

工具、器具及び備品（純額） 186,796 191,559

土地 9,974,131 10,006,970

リース資産 858,354 833,285

減価償却累計額 △390,969 △425,105

リース資産（純額） 467,385 408,180

建設仮勘定 275,124 563,578

有形固定資産合計 15,491,549 15,807,693

無形固定資産   

のれん 1,018 340

その他 37,067 35,644

無形固定資産合計 38,085 35,984

投資その他の資産   

投資有価証券 6,041,102 6,298,892

長期貸付金 30,347 30,247

繰延税金資産 141,722 136,533

投資不動産 3,212,592 3,213,259

減価償却累計額 △745,777 △769,180

投資不動産（純額） 2,466,815 2,444,079

その他 786,221 815,752

貸倒引当金 △108,140 △108,047

投資その他の資産合計 9,358,067 9,617,456

固定資産合計 24,887,701 25,461,133

資産合計 45,380,255 45,557,458
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,913,622 7,844,264

短期借入金 9,765,487 9,340,668

リース債務 120,918 116,532

未払法人税等 271,714 327,579

繰延税金負債 24 35

賞与引当金 387,855 430,676

役員賞与引当金 28,930 23,284

環境対策引当金 52,019 3,287

設備関係支払手形 198,869 252,358

その他 1,189,412 1,093,999

流動負債合計 20,928,850 19,432,682

固定負債   

長期借入金 4,524,505 5,208,749

リース債務 334,678 281,107

繰延税金負債 737,288 914,378

再評価に係る繰延税金負債 1,501,315 1,501,315

退職給付引当金 2,405,983 2,349,166

環境対策引当金 15,984 15,984

その他 1,075,963 1,046,653

固定負債合計 10,595,716 11,317,352

負債合計 31,524,566 30,750,034

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,795,651 5,795,651

資本剰余金 944,696 944,696

利益剰余金 5,032,996 5,287,138

自己株式 △28,852 △29,134

株主資本合計 11,744,491 11,998,351

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 550,186 914,640

土地再評価差額金 2,596,297 2,596,297

為替換算調整勘定 △1,035,285 △701,864

その他の包括利益累計額合計 2,111,198 2,809,073

純資産合計 13,855,689 14,807,424

負債純資産合計 45,380,255 45,557,458
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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 19,932,457 20,214,960

売上原価 16,065,725 16,327,902

売上総利益 3,866,732 3,887,058

販売費及び一般管理費 3,308,017 3,335,162

営業利益 558,715 551,896

営業外収益   

受取利息 5,821 6,186

受取配当金 54,038 63,220

受取賃貸料 77,144 88,300

為替差益 296 5,571

雑収入 91,302 75,588

営業外収益合計 228,601 238,865

営業外費用   

支払利息 107,576 95,361

雑損失 134,503 121,745

営業外費用合計 242,079 217,106

経常利益 545,237 573,655

特別利益   

固定資産売却益 1,992 2,687

投資有価証券売却益 90,271 187,506

特別利益合計 92,263 190,193

特別損失   

固定資産処分損 14,236 4,677

投資有価証券評価損 12,289 1,500

ゴルフ会員権評価損 1,500 630

特別損失合計 28,025 6,807

税金等調整前四半期純利益 609,475 757,041

法人税等 267,430 290,925

少数株主損益調整前四半期純利益 342,045 466,116

四半期純利益 342,045 466,116
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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 342,045 466,116

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,318 364,454

為替換算調整勘定 51,563 318,309

持分法適用会社に対する持分相当額 1,430 15,112

その他の包括利益合計 26,675 697,875

四半期包括利益 368,720 1,163,991

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 368,720 1,163,991

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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 609,475 757,041

減価償却費 431,083 429,608

その他の償却額 1,349 1,429

のれん償却額 678 678

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,446 42,821

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,390 △5,646

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65,261 △62,912

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,166 3,369

受取利息及び受取配当金 △59,859 △69,406

支払利息 107,576 95,361

為替差損益（△は益） 467 10,146

持分法による投資損益（△は益） △9,246 842

投資有価証券売却損益（△は益） △90,271 △187,506

投資有価証券評価損益（△は益） 12,289 1,500

有形固定資産売却損益（△は益） △1,992 △2,687

有形固定資産処分損益（△は益） 14,236 4,677

売上債権の増減額（△は増加） 3,681 954,599

たな卸資産の増減額（△は増加） 88,289 △11,077

仕入債務の増減額（△は減少） △500,071 △1,237,379

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,401 △10,088

その他 △252,368 △366,311

小計 309,346 349,059

利息及び配当金の受取額 68,121 83,270

利息の支払額 △94,775 △97,209

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △89,183 △245,660

営業活動によるキャッシュ・フロー 193,509 89,460

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △126,548 △196,851

定期預金の払戻による収入 168,607 189,226

有形固定資産の取得による支出 △431,333 △509,951

有形固定資産の売却による収入 10,165 4,880

無形固定資産の取得による支出 △1,388 －

投資有価証券の取得による支出 △260,331 △8,892

投資有価証券の売却による収入 302,949 483,368

関係会社株式の取得による支出 △6,916 △3,882

貸付金の回収による収入 1,630 100

その他 41,305 △6,986

投資活動によるキャッシュ・フロー △301,860 △48,988
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(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) 

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） △549,550 △309,004

長期借入れによる収入 2,394,260 2,325,520

長期借入金の返済による支出 △1,909,734 △1,948,928

リース債務の返済による支出 △58,978 △61,393

自己株式の取得による支出 △230 △282

配当金の支払額 △211,986 △211,974

財務活動によるキャッシュ・フロー △336,218 △206,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,225 58,503

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △430,344 △107,086

現金及び現金同等物の期首残高 2,707,898 2,587,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,277,554 2,480,571
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 該当事項はありません。 

  

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）  

 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 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) 

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」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、衣料用接着芯地やファンシー商品

及び運送・保管の事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△555,275千円には、セグメント間取引高消去△23,817千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△531,458千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費及び研究開発費であります。 

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) 

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」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、衣料用接着芯地やファンシー商品

及び運送・保管の事業等を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額△600,722千円には、セグメント間取引高消去△19,913千円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△580,809千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費及び研究開発費であります。 

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。 

（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）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント

その他 
（注）１

調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

印刷情報 
関連事業

住生活
環境関連 
事業

包材関連
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,140,799 6,227,509 3,284,851 17,653,159 2,279,298 ― 19,932,457

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

150,206 19 8,510 158,735 545,218 △703,953 ―

計 8,291,005 6,227,528 3,293,361 17,811,894 2,824,516 △703,953 19,932,457

セグメント利益 414,673 300,667 222,747 938,087 175,903 △555,275 558,715

(単位：千円)

報告セグメント

その他 
（注）１

調整額 
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

印刷情報 
関連事業

住生活
環境関連 
事業

包材関連
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 8,193,007 6,298,694 3,124,639 17,616,340 2,598,620 ― 20,214,960

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

156,858 ― 8,210 165,068 518,626 △683,694 ―

計 8,349,865 6,298,694 3,132,849 17,781,408 3,117,246 △683,694 20,214,960

セグメント利益 534,665 280,360 148,406 963,431 189,187 △600,722 551,896
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