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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 6,932 0.2 △85 ― △144 ― △176 ―

23年3月期第2四半期 6,920 △5.9 △410 ― △437 ― 301 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △223百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 136百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △5.08 ―

23年3月期第2四半期 8.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 13,729 4,316 29.9
23年3月期 15,381 4,615 28.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,100百万円 23年3月期  4,414百万円

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  

平成24年3月期の期末の配当予想につきましては、現時点では未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 14,600 △1.4 380 86.8 270 154.9 240 △60.4 6.93



(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  

詳細は、(添付資料)４ページ「サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。 

(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 

(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きの対象外であり、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きを終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成23年５月11日に公表いたしました連結業績予想及び個別業績予想を変更しております。 
２．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って異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、四半期決算短信(添付資料)３ページ「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

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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 36,142,529 株 23年3月期 36,142,529 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,508,566 株 23年3月期 1,508,605 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 34,633,276 株 23年3月期2Q 34,674,801 株



（参 考） 

１．平成 24 年 3 月期第２四半期の個別業績(累計)（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 9 月 30 日） 
(%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 ％

24 年３月期第２四半期      4,856     0.9       △224      －        △232      －       △196      －

23 年３月期第２四半期  4,813  △3.1 △527 － △514 － 343 －

 

 

２．平成 24 年 3 月期の個別業績予想（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 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 

10,600 △3.7 130 － 110 － 180 △55.4      5.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有 

 

 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  4

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  4

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  4

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（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 ………………………………………………………  7

四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

四半期連結包括利益計算書 

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  10

-1-

東海染工㈱ (3577) 平成２４年３月期 第２四半期決算短信



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第2四半期連結累計期間における我が国経済は、3月11日に発生した東日本大震災や原子力発電所事故の甚

大な被害によって経済活動は大きく停滞しましたが、サプライチェーンの復旧に伴い、各企業の生産活動が持

ち直し、個人消費も一部回復の兆しが見られました。しかしながら、電力供給不足や放射能汚染問題に加え

て、新興国経済の成長鈍化や欧州債務問題・米国経済不振を背景とする超円高の長期化懸念などにより、景気

の先行きは不透明なまま推移しております。  

 繊維業界におきましては、店頭における衣料品販売が、震災直後に自粛ムードの広がりによって、高額商品

を中心に一時的に落ち込みましたが、自粛ムードが和らぐとともに徐々に回復に転じつつあります。染色加工

業界におきましては、流通段階の在庫調整に伴う受注環境の改善に加え、消費者の節電意識の高まりもあり、

クールビズ対応などの機能加工商品の需要が伸びましたが、依然として国内市場は縮小しており、また昨年来

からの綿価格相場の乱高下によって生地供給が不安定なまま推移するなど、厳しい環境が続いております。  

  このような経営環境の下、当社グループでは、業績改善に向けて、主力の国内染色加工事業では、前期に実

施した織物加工事業の集約と磐田事業所の新設によりユニフォーム関連商品や機能加工商品の拡販と効率的な

生産を進め、縫製品販売事業では、インドネシア生産を活用した縫製品販売の拡大に加え、海外では、インド

ネシア子会社、タイ子会社とも安定性のある内地向け及び日本向けの受注・販売の拡大に積極的に取り組みま

した。また保育サービス事業では、保育所件数の拡大と共に保育園運営の効率化を進めました。  

  これらのグループ全体での取り組みが功を奏した結果、当第2四半期連結累計期間は、売上高は6,932百万円

（前年同期比0.2％増、11百万円増）と微増ながら第2四半期において5期ぶりに増収となりました。また利益

面では、営業損失は85百万円（前年同期は営業損失410百万円）、経常損失は144百万円（前年同期は経常損失

437百万円）となり、営業損失、経常損失は前年同期比で赤字幅を大幅に圧縮することが出来ております。  

  なお、法人税等を控除した四半期純損失は176百万円（前年同期は四半期純利益301百万円）と、四半期純損

益が前年同期に比べ大幅な減益となりましたが、前期は名古屋事業所の工場跡地一部売却に伴う固定資産売却

益（特別利益）の計上によるものです。  

 

セグメントの業績は次のとおりであります。  

①染色加工事業  

 加工料部門は、国内におきまして、当社の加工技術を駆使した機能加工商品の充実及び、その積極的な市場

投入により受注の拡大に努め、ユニフォーム関連商品の受注が好調に推移したほか、前期における磐田事業所

新設による増収効果がフルに寄与し、順調に売上を伸ばしました。また閑散期対策として、各生産工場におい

て、弾力的な人員体制を敷くなど、効率的な生産体制の確立にも積極的に取り組みました。  

 海外におきましては、タイ子会社では、綿花高騰の影響による客先の発注手控えによって内地・輸出向けと

も受注が低迷したことに加え、基礎薬品を中心に原材料価格が上昇するなど厳しい環境で推移しましたが、コ

スト低減のために受注内容や数量に応じて集中部分稼働を実施するなど柔軟な操業体制に努めたほか、日本向

けの高付加価値加工の受注拡大に取り組みました。  

  インドネシア子会社におきましても、タイ子会社と同様に綿価格高騰の影響による受注環境の低迷や用役費

の上昇など厳しい環境下での操業となりましたが、生産の効率化に努めるとともに、前期に設立したデザイン

会社を活用することで内地向け受注を強化したほか、当社との連携による縫製品一貫生産に向けた加工を伸ば

し、日本向け製品ビジネスの拡大に注力しました。  

  これらの成果により、加工料部門の売上高は4,551百万円（前年同期比10.4％増、430百万円増）と増収とな

りました。  

  テキスタイル販売部門は、国内におきましては、売上を伸ばした一方、インドネシアにおきましては、生地

調達面で価格の高騰やインドネシア政府による繊維セーフガード発令の影響によって苦戦が続き、欧州向け輸

出が落ち込むなど低調に推移しました。この結果、テキスタイル販売部門の売上高は1,132百万円（前年同期

比5.0％減、59百万円減）と円高による現地通貨の邦貨換算額減少の影響もあり減収となりました。  

  以上の結果、染色加工事業の売上高は5,684百万円（前年同期比7.0％増、370百万円増）と増収となり、営

業損失は176百万円（前年同期は営業損失466百万円）と赤字幅を大幅に圧縮することが出来ております。  

 

②縫製品販売事業  

 縫製品販売事業は、インドネシア生産体制を強化するため、現地駐在員を増員するなど、製品生産一貫体制

を活用した生産・販売を積極的に推進し、当期に日本のSPA（製造小売業）向けの販売が開始するなど、イン

ドネシア生産を活用した事業は順調に拡大しております。しかしながら、前期に不採算取引を停止した影響に

より、売上高は708百万円（前年同期比34.9％減、379百万円減）と減収となり、営業利益は9百万円（前年同

期比41.3％減、6百万円減）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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③保育サービス事業  

  社会的な保育需要の増大を背景に、積極的な営業活動を進め企業・病院内向けの託児所件数の拡大に努める

と同時に、行政から受託運営する保育園の効率的な運営を進めた結果、売上高は623百万円（前年同期比4.3％

増、25百万円増）と増収となり、営業利益は18百万円（前年同期比37.4％増、5百万円増）と増益となりまし

た。  

④倉庫事業  

 主要取引先である当社グループの国内染色加工事業の業績改善を背景に、荷受取扱数量が順調に増加したこ

とに加え、採算改善を目的とした徹底的な合理化の成果により、売上高は141百万円（前年同期比3.1％増、4

百万円増）と増収となり、営業利益は5百万円（前期は営業損失15百万円）と黒字回復をしております。  

⑤その他事業  

 当セグメントには、機械販売事業、システム事業及び、付随事業である不動産賃貸事業が含まれており、売

上高は109百万円（前年同期比9.8％増、9百万円増）、営業利益は52百万円（前年同期比38.1％増、14百万円

増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第2四半期連結会計期間末における総資産は、13,729百万円（前連結会計年度末比10.7％減、1,652百万円

減）となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少1,060百万円、現金及び預金の減少425百万円、投資

有価証券の減少93百万円等によるものです。  

  負債は、9,412百万円（前連結会計年度末比12.6％減、1,354百万円減）となりました。これは主に短期借入

金の減少641百万円、支払手形及び買掛金の減少537百万円、未払法人税等の減少52百万円等によるもので

す。  

  純資産は、4,316百万円（前連結会計年度末比6.5％減、298百万円減）となりました。これは主に四半期純

損失の計上176百万円、配当金支払による減少69百万円、投資有価証券の時価評価に伴うその他有価証券評価

差額金の減少66百万円等によるものです。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第2四半期連結累計期間の業績結果に加え、第3四半期以降の当社グループを取巻く経営環境の見通しを勘案

し、通期の連結業績予想及び個別業績予想を下記のとおり修正いたしました。 

  

 平成24年3月期通期 連結業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

  

  

 平成24年3月期通期 個別業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24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 

  

前回発表予想(A) 

         百万円 

           14,700

         百万円

             400

         百万円

             300

百万円

     300

円 銭

   8.66

今回修正予想(B)            14,600              380              270    240    6.93

増減額(B－A)             △100  △20  △30              △60 ―  

増 減 率 %△0.7 %△5.0 %△10.0 %△20.0 ―  

(ご参考)前期実績 

(平成23年3月期) 
           14,811  203  105  605  17.47

  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 

  

前回発表予想(A) 

百万円

          10,700

 百万円

             150

百万円

             150

百万円

  200

円 銭

   5.77

今回修正予想(B)            10,600              130              110    180  5.20

増減額(B－A)             △100            △20             △40           △20 ―  

増 減 率 %△0.9 %△13.3 %△26.7 %△10.0 ―  

(ご参考)前期実績 

(平成23年3月期) 
          11,003  △106  △111  403  11.64
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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 

 該当事項はありません。 

  

  

（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（その他）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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,176,985 1,751,602

受取手形及び売掛金 4,149,726 3,089,128

有価証券 70,610 70,203

商品及び製品 337,091 251,540

仕掛品 370,987 437,762

原材料及び貯蔵品 355,477 348,362

繰延税金資産 39,106 36,118

その他 694,249 732,305

貸倒引当金 △3,579 △8,138

流動資産合計 8,190,654 6,708,885

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,448,267 1,430,132

機械装置及び運搬具（純額） 2,018,308 1,984,865

土地 1,825,002 1,824,278

建設仮勘定 35,510 47,056

その他（純額） 62,119 54,907

有形固定資産合計 5,389,208 5,341,240

無形固定資産   

のれん 11,086 5,889

その他 40,115 38,546

無形固定資産合計 51,202 44,435

投資その他の資産   

投資有価証券 1,483,107 1,389,321

繰延税金資産 14,687 9,468

その他 258,984 260,812

貸倒引当金 △5,875 △24,667

投資その他の資産合計 1,750,902 1,634,936

固定資産合計 7,191,313 7,020,612

資産合計 15,381,967 13,729,497
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,447,412 1,909,871

短期借入金 3,644,369 3,002,502

未払法人税等 77,231 25,024

賞与引当金 33,170 42,136

その他 1,315,865 1,044,295

流動負債合計 7,518,049 6,023,830

固定負債   

社債 150,000 120,000

長期借入金 706,952 882,600

退職給付引当金 1,804,461 1,902,123

役員退職慰労引当金 290,607 267,422

環境対策引当金 17,950 17,950

資産除去債務 35,902 36,309

負ののれん 12,949 9,712

その他 230,008 152,726

固定負債合計 3,248,832 3,388,845

負債合計 10,766,881 9,412,675

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,300,000 4,300,000

資本剰余金 1,400,479 1,400,248

利益剰余金 146,286 △99,013

自己株式 △335,760 △335,524

株主資本合計 5,511,004 5,265,710

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,315 △53,993

為替換算調整勘定 △1,109,090 △1,111,492

その他の包括利益累計額合計 △1,096,775 △1,165,485

少数株主持分 200,856 216,596

純資産合計 4,615,086 4,316,821

負債純資産合計 15,381,967 13,729,497
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,920,984 6,932,793

売上原価 6,454,842 6,130,876

売上総利益 466,142 801,916

販売費及び一般管理費 877,079 887,533

営業損失（△） △410,937 △85,616

営業外収益   

受取利息 714 234

受取配当金 21,270 22,358

賃貸料 12,901 13,573

負ののれん償却額 3,237 3,237

為替差益 222 －

雑収入 53,772 14,161

営業外収益合計 92,119 53,564

営業外費用   

支払利息 26,874 23,714

退職給付費用 62,554 62,554

為替差損 － 3,923

雑支出 29,374 22,232

営業外費用合計 118,804 112,425

経常損失（△） △437,622 △144,477

特別利益   

固定資産売却益 1,379,491 －

特別利益合計 1,379,491 －

特別損失   

事業再構築費用 473,097 －

その他 38,831 －

特別損失合計 511,928 －

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（△）

429,941 △144,477

法人税、住民税及び事業税 57,824 35,334

法人税等調整額 39,124 △32,397

法人税等合計 96,949 2,936

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

332,992 △147,413

少数株主利益 31,954 28,617

四半期純利益又は四半期純損失（△） 301,037 △176,031
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

332,992 △147,413

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △187,358 △66,308

為替換算調整勘定 △9,614 △10,146

その他の包括利益合計 △196,973 △76,454

四半期包括利益 136,018 △223,868

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 105,120 △244,742

少数株主に係る四半期包括利益 30,898 20,873
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

429,941 △144,477

減価償却費 284,309 256,508

事業再構築費用 473,097 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,253 97,328

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,092 23,355

賞与引当金の増減額（△は減少） △68,924 8,966

受取利息及び受取配当金 △21,985 △22,592

支払利息 26,874 23,714

為替差損益（△は益） △10,454 △8,761

有形固定資産売却損益（△は益） △1,379,491 －

売上債権の増減額（△は増加） 585,959 1,066,944

たな卸資産の増減額（△は増加） △65,520 29,462

仕入債務の増減額（△は減少） △233,851 △544,640

未払費用の増減額（△は減少） △14,577 △43,173

その他 △114,470 △53,957

小計 △75,748 688,677

利息及び配当金の受取額 21,985 22,592

利息の支払額 △26,759 △24,020

事業再構築費用の支払額 △97,205 －

法人税等の支払額 △72,126 △93,616

営業活動によるキャッシュ・フロー △249,855 593,633

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △361,915 △225,845

有形固定資産の売却による収入 1,503,818 －

有形固定資産の売却に伴う支出 － △196,750

投資有価証券の取得による支出 － △20,600

その他 8,100 8,039

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,150,002 △435,156

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） 250,717 △708,725

長期借入れによる収入 100,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △370,667 △351,995

社債の償還による支出 △30,000 △30,000

自己株式の取得による支出 △2,235 △140

自己株式の売却による収入 － 145

配当金の支払額 △27 △69,267

少数株主への配当金の支払額 △20,960 △19,536

その他 △766 △649

財務活動によるキャッシュ・フロー △73,940 △580,167

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,331 △3,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 823,875 △425,383

現金及び現金同等物の期首残高 1,901,244 2,176,985

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,725,120 1,751,602
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 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22年４月１日 至平成22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、不動産賃貸事業、機械販売

事業、システム事業等を含んでおります。 

    ２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、のれんの償却額 千円

が含まれております。 

    ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失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23年４月１日 至平成23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る機械販売事業、システム事業

及び、付随事業である不動産賃貸事業を含んでおります。 

    ２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、のれんの償却額 千円

が含まれております。 

    ３．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 

染色加工 
縫製品
販売 

保育
サービス

倉庫 計

売上高                   

外部顧客への

売上高 
5,249,722 1,012,222 597,473 1,822 6,861,240 59,743 6,920,984 － 6,920,984

セグメント間の 
内部売上高又は
振替高 

64,291 75,781 － 135,409 275,482 39,752 315,234 △315,234 －

計 5,314,014 1,088,003 597,473 137,232 7,136,722 99,496 7,236,219 △315,234 6,920,984

セグメント利益又は

損失（△） 
△466,637 16,519 13,591 △15,128 △451,655 37,991 △413,664 2,726 △410,937

2,726 2,924 △197

  （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 

染色加工 
縫製品
販売 

保育
サービス

倉庫 計

売上高                   

外部顧客への

売上高 
5,614,173 621,738 623,435 18,205 6,877,552 55,240 6,932,793 － 6,932,793

セグメント間の 
内部売上高又は
振替高 

70,179 87,042 － 123,256 280,478 53,965 334,443 △334,443 －

計 5,684,353 708,780 623,435 141,461 7,158,031 109,206 7,267,237 △334,443 6,932,793

セグメント利益又は

損失（△） 
△176,999 9,701 18,668 5,905 △142,723 52,459 △90,263 4,646 △85,616

4,646 4,844 △197

（６）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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