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四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日 配当支払開始予定日 ―

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第２四半期 2,993 41.0 △８ ― 18 ― 275 ―

22年３月期第２四半期 2,123 △18.0 △152 ― △173 ― △191 ―

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

23年３月期第２四半期 39 92 ―

22年３月期第２四半期 △27 75 ―

 (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

23年３月期第２四半期 9,926 8,549 83.1 1,196 25

22年３月期 9,744 8,505 83.9 1,185 31

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 8,247百万円 22年３月期 8,171百万円

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

22年３月期 ― 00 00 ― 12 50 12 50

23年３月期 ― 00 00

23年３月期(予想) ― 12 50 12 50

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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

通期 6,147 28.1 △97 ― △55 ― 159 ― 23 09
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 （1）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無 

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

・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、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「1.（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３ 「その他」をご覧ください。）

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 7,340,465株 22年３月期 7,340,465株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 446,389株 22年３月期 446,191株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 6,894,160株 22年３月期２Ｑ 6,894,908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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○添付資料の目次
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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、政府による景気刺激策の効果などにより、緩やか

な回復傾向を維持してきましたが、一方で米国経済の減速懸念、円高の進行や株価の下落などにより、

再び国内景気の先行きに対する警戒感も強まり、今夏の記録的な猛暑や残暑の影響もあって、引き続き

個人消費はまだら模様で、節約志向や低価格志向にも大きな変化が見られません。 

縫い糸市場におきましては、日本向け衣料品の生産が日本、中国ともに昨年の 悪期を脱して回復傾

向であったことから、縫い糸の受注も増加しましたが、夏場以降は、記録的な猛暑や残暑の影響もあっ

て、衣料、手作りホビー両分野共に消費マインドは低下し、再び先行きが不透明な状況となりつつあり

ます。 

このような状況の中、当社グループは、昨秋加えた新たな国内連結子会社２社および中国の連結子会

社４社と共に、ひたすら当社グループの対処すべき課題を推進しております。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、上述の国内連結子会社２社の売上高が

加わったこともあり、2,993百万円（前年同期比41.0%増）となりました。 

また利益面につきましては、一昨年実施した国内生産拠点統合に伴う生産設備の償却費負担や国内連

結子会社で経費負担が引き続き大きいものの、当社および中国連結子会社における売上高の増加や工場

操業度の上昇、経費の増加抑制、為替変動の影響による増益要因もあり、営業損失は、８百万円（前年

同期は152百万円の損失）、経常利益は、18百万円（前年同期は173百万円の損失）となりました。 

なお第１四半期決算短信にも記載の通り、資産除去債務会計基準適用による影響額109百万円を特別

損失に計上しましたが、一方で棚卸資産の評価方法の変更に伴う影響額356百万円を特別利益に計上し

たため、四半期純利益につきましては、275百万円（前年同期は191百万円の損失）と大幅な増益となり

ました。 

  

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て182百万円増加し、9,926

百万円となりました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金の増加326百万円、受取手形及び売掛

金の増加83百万円、固定資産では、有形固定資産の減少110百万円、投資有価証券の減少130百万円など

がありました。 

負債は、前連結会計年度末に比べて137百万円増加し、1,377百万円となりました。主な増減は、固定

負債では資産除去債務の計上133百万円などがありました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて44百万円増加し、8,549百万円となりました。主な増減は、利

益剰余金の増加186百万円、評価・換算差額等の減少111百万円などがありました。 

  

平成23年３月期通期連結業績につきましては、引き続く消費者の節約志向や低価格志向など、円高、

株安下での先行き懸念を背景とした個人消費の動向、改善が望まれる日中関係や中国における雇用環境

と縫製業の動向など、当業界に影響を及ぼす諸要因はいずれも不透明ですが、当社グループといたしま

しては、引き続きグループの対処すべき課題に全力で取り組んでまいります。 

これにより通期の業績予想につきましては、前回発表予想（平成22年８月９日発表）から変更はあり

ません。 

1. 当四半期の連結業績等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

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  １．簡便な会計処理 

    ①棚卸資産の評価方法 

連結子会社の棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

       ②繰延税金資産の回収可能性の判断 

前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認めら

れるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニングを利用する方

法によっております。 

  

  ２．特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

  １．「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失は4,463千円増加、経常利益は4,463千円減少

及び税金等調整前四半期純利益は114,218千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始

による資産除去債務の変動額は132,125千円であります。 

  

    ２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成20年９月26日）を適用し、親会社の製品、仕掛品及び原材料の評価方法を後入先出法から総平均

法に変更しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は88,895千円減少し、税金等調

整前四半期純利益は267,631千円増加しております。 

  

    ３．表示方法の変更 

①「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表 

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２

四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

②前第２四半期連結累計期間において区分掲記していた「固定資産売却損」（当第２四半期連結累計

期間60千円）は、金額が僅少となったため、当第２四半期連結累計期間において特別損失の「その

他」に含めて表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の適用
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１【四半期連結財務諸表】 
  (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,881,897 2,554,960

受取手形及び売掛金 1,494,952 1,411,299

商品及び製品 1,189,762 1,201,769

仕掛品 975,619 908,492

原材料及び貯蔵品 357,842 373,643

その他 69,864 87,798

貸倒引当金 △18,924 △22,130

流動資産合計 6,951,013 6,515,834

固定資産   

有形固定資産 1,655,783 1,766,637

無形固定資産 82,074 92,351

投資その他の資産   

投資有価証券 749,869 880,200

その他 489,657 491,046

貸倒引当金 △1,879 △1,782

投資その他の資産合計 1,237,647 1,369,464

固定資産合計 2,975,505 3,228,452

資産合計 9,926,518 9,744,286

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 386,278 321,404

短期借入金 56,830 59,154

未払法人税等 13,428 12,365

賞与引当金 65,076 65,798

その他 286,375 296,571

流動負債合計 807,989 755,294

固定負債   

退職給付引当金 104,024 113,317

役員退職慰労引当金 151,296 140,646

資産除去債務 133,266 －

その他 180,687 230,019

固定負債合計 569,274 483,983

負債合計 1,377,263 1,239,277
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 923,325 923,325

資本剰余金 758,014 758,014

利益剰余金 6,619,930 6,433,605

自己株式 △105,585 △105,533

株主資本合計 8,195,684 8,009,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,181 156,781

為替換算調整勘定 △34,800 5,665

評価・換算差額等合計 51,381 162,447

少数株主持分 302,189 333,150

純資産合計 8,549,255 8,505,008

負債純資産合計 9,926,518 9,744,286
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 (2)【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21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

売上高 2,123,003 2,993,967

売上原価 1,534,055 2,146,895

売上総利益 588,948 847,071

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 48,538 63,249

販売促進費 83,377 79,598

広告宣伝費 7,410 5,592

役員報酬 23,360 44,004

給料及び手当 226,950 268,765

従業員賞与 14,800 20,916

賞与引当金繰入額 37,657 39,085

役員退職慰労引当金繰入額 7,800 10,650

退職給付費用 24,201 17,918

法定福利費 38,977 50,416

旅費及び交通費 23,224 24,241

賃借料 13,210 20,666

支払手数料 28,420 37,336

減価償却費 43,747 32,902

研究開発費 29,444 28,903

その他 90,164 111,162

販売費及び一般管理費合計 741,286 855,409

営業損失（△） △152,338 △8,337

営業外収益   

受取利息 6,893 4,047

受取配当金 5,289 9,521

為替差益 － 6,117

不動産賃貸料 5,363 5,117

受取奨励金 － 10,440

その他 7,677 8,028

営業外収益合計 25,224 43,271

営業外費用   

支払利息 2,591 2,137

不動産賃貸原価 1,481 2,416

貸倒引当金繰入額 30,163 150

有価証券評価損 － 9,773

為替差損 10,974 －

その他 1,366 1,459

営業外費用合計 46,577 15,937

経常利益又は経常損失（△） △173,692 18,995
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 － 23,403

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 － 356,526

貸倒引当金戻入額 4,317 3,340

特別利益合計 4,317 383,271

特別損失   

固定資産売却損 7 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 109,755

固定資産除却損 586 1,426

生産拠点移転統合損失 234 －

その他 191 696

特別損失合計 1,019 111,879

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△170,394 290,387

法人税、住民税及び事業税 7,639 11,723

法人税等調整額 12,453 19,871

法人税等合計 20,093 31,594

少数株主損益調整前四半期純利益 － 258,793

少数株主利益又は少数株主損失（△） 813 △16,399

四半期純利益又は四半期純損失（△） △191,300 275,192

4/4 ページ
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

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22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

1/1 ページ0737109682211_001.html
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