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(百万円未満切捨て)

１．平成24年11月期第１四半期の連結業績（平成23年12月１日～平成24年２月29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 ％

24年11月期第１四半期 7,494 3.8 296 1.8 323 33.8 181 65.8

23年11月期第１四半期 7,218 △1.4 290 △10.3 241 △21.4 109 △45.9

(注) 包括利益 24年11月期第１四半期 595百万円(192.7％) 23年11月期第１四半期 203百万円(― ％)

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11月期第１四半期 12 43 ― ―

23年11月期第１四半期 7 45 ― ―

（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 ％

24年11月期第１四半期 31,968 24,365 76.1

23年11月期 31,688 23,886 75.3

(参考) 自己資本 24年11月期第１四半期 24,326百万円 23年11月期 23,848百万円

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

 23年11月期 ― ― 8 00 ― ― 8 00 16 00

 24年11月期 ― ―

 24年11月期(予想) 8 50 ― ― 8 50 17 00

３．平成24年11月期の連結業績予想（平成23年12月１日～平成24年11月30日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 16,000 5.8 750 2.7 700 10.5 400 18.7 27 48

通期 34,000 9.3 1,600 6.2 1,500 12.2 800 47.5 54 96

MRTT406
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 ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

   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き

は終了しております。 

  

   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、当社グループ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、実際の業績等はさまざま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仮定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「１．当四半期決算に関する定性的情報(２)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

（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 ： 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）

24年11月期第１四半期 15,400,000株 23年11月期 15,400,000株

24年11月期第１四半期 842,889株 23年11月期 842,889株

24年11月期第１四半期 14,557,111株 23年11月期第１四半期 14,658,318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(平成23年12月１日～平成24年２月29日)におけるわが国経済は、東日本大

震災からの復興による緩やかな回復と金融緩和やエコカー補助金の復活もあり、個人消費が一部堅調に

推移いたしました。海外経済では、依然として欧州の景気悪化による停滞感が残り、中国をはじめ新興

国の景気減速等、先行きの不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、主に付属品を扱う当社グループにおきましては、新中期経営計画「グローバル

成長企業を目指して」の取組みのもと、グローバル事業への経営資源の継続投資を行いながら、国内市

場へも更に注力し、日本及びアジアでの製造と販売をベースとするグローバル成長戦略（商圏、商材の

拡大）に取り組んでおります。 

 その結果、第１四半期連結累計期間の業績は、売上高74億９千４百万円(前年同期比3.8%増)、営業利

益２億９千６百万円(前年同期比1.8%増)、経常利益３億２千３百万円(前年同期比33.8%増)、四半期純

利益１億８千１百万円(前年同期比65.8%増)となりました。 

  

  セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

  (日本) 

 服飾資材関連では、コア商品であるホック関連の売上高が堅調に推移し、また、靴資材、製品靴や食

品衛生帽の売上高が増加いたしました。 

 生活産業資材関連では、デジタルカメラ関連のグッズ・部品の売上高が減少いたしましたが、エコカ

ー補助金の復活等により自動車内装品関連の売上高が増加いたしました。また、厳冬により流通小売関

連の防寒系商品の売上高が増加いたしました。 

 その結果、売上高は60億５千６百万円(前年同期比4.6%増)となりました。 

  

  (アジア) 

 服飾資材関連では、欧州向けワーキングウエア資材が在庫調整のため減少いたしましたが、日本向け

カジュアルウエア資材の売上高が増加いたしました。 

 生活産業資材関連では、フロアマットに取り付けるメタルエンブレムを中心に自動車内装品関連の売

上高が増加いたしました。 

 その結果、売上高は10億６千２百万円(前年同期比0.5%増)となりました。 

  

  (欧米) 

 服飾資材関連では、欧州向け高級服飾資材が昨年に引き続き好調に推移し、米国におきましてもステ

ンレス製服飾資材を中心にワーキングウエア資材の売上高が増加いたしました。 

 生活産業資材関連では、新規顧客獲得により欧州向けデジタルカメラケースの売上高が増加いたしま

した。 

 その結果、売上高は３億７千５百万円(前年同期比1.3%増)となりました。 

  

平成24年１月13日に公表いたしました平成24年11月期第２四半期累計期間及び通期業績予想につきま

しては現在のところ変更はございません。  

１．当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を

適用しております。 

  

２．サマリー情報(その他)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

(３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(４)追加情報
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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11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,724,698 5,572,009

受取手形及び売掛金 9,243,014 8,766,658

たな卸資産 2,706,592 3,161,283

その他 799,806 844,087

貸倒引当金 △39,246 △49,006

流動資産合計 18,434,865 18,295,032

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,242,687 6,244,695

その他（純額） 2,009,755 2,088,636

有形固定資産合計 8,252,443 8,333,332

無形固定資産 62,058 76,442

投資その他の資産   

投資有価証券 4,083,435 4,378,519

その他 966,384 984,950

貸倒引当金 △110,330 △99,603

投資その他の資産合計 4,939,488 5,263,866

固定資産合計 13,253,990 13,673,641

資産合計 31,688,855 31,968,673

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,693,188 3,877,814

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 260,966 178,675

賞与引当金 100,829 150,120

役員賞与引当金 31,000 9,850

その他 981,776 680,950

流動負債合計 5,417,760 5,247,411

固定負債   

退職給付引当金 792,213 794,644

役員退職慰労引当金 159,816 139,558

その他 1,432,495 1,421,596

固定負債合計 2,384,525 2,355,799

負債合計 7,802,285 7,603,211
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,532,492 3,532,492

資本剰余金 3,386,004 3,386,004

利益剰余金 19,150,276 19,214,820

自己株式 △622,645 △622,645

株主資本合計 25,446,126 25,510,671

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 346,140 588,405

土地再評価差額金 △805,551 △679,883

為替換算調整勘定 △1,137,939 △1,092,968

その他の包括利益累計額合計 △1,597,350 △1,184,445

少数株主持分 37,793 39,237

純資産合計 23,886,569 24,365,462

負債純資産合計 31,688,855 31,968,673
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 7,218,756 7,494,735

売上原価 5,313,430 5,548,616

売上総利益 1,905,326 1,946,119

販売費及び一般管理費 1,614,362 1,649,888

営業利益 290,963 296,231

営業外収益   

受取利息 2,930 4,577

受取配当金 13,842 16,730

不動産賃貸料 14,658 15,453

為替差益 － 23,286

その他 16,833 16,635

営業外収益合計 48,266 76,683

営業外費用   

支払利息 939 934

売上割引 29,181 25,657

為替差損 21,273 －

持分法による投資損失 36,475 13,486

その他 9,864 9,748

営業外費用合計 97,734 49,827

経常利益 241,495 323,086

特別利益   

固定資産売却益 1,623 375

特別利益合計 1,623 375

特別損失   

固定資産除却損 520 2,898

固定資産売却損 118 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,215 －

特別損失合計 6,855 2,898

税金等調整前四半期純利益 236,263 320,563

法人税、住民税及び事業税 101,316 171,313

法人税等調整額 20,581 △33,202

法人税等合計 121,898 138,111

少数株主損益調整前四半期純利益 114,365 182,452

少数株主利益 5,190 1,450

四半期純利益 109,175 181,001
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 114,365 182,452

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 142,830 242,257

土地再評価差額金 － 125,668

為替換算調整勘定 △53,803 44,971

その他の包括利益合計 89,027 412,897

四半期包括利益 203,392 595,349

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 198,200 593,906

少数株主に係る四半期包括利益 5,192 1,443
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当第１四半期連結累計期間(自 平成23年12月１日 至 平成24年２月29日) 

 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22年12月１日  至  平成23年２月28日) 

１．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△90,343千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△105,116千

円、その他14,773千円が含まれております。 

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23年12月１日  至  平成24年２月29日) 

１．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△77,840千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△74,103千円、

その他△3,736千円が含まれております。 

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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年12月１日 至 平成24年２月29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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 アジア 欧米 計

売上高

  外部顧客への売上高 5,791,495 1,056,278 370,982 7,218,756 ― 7,218,756

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

470,001 341,995 1,471 813,467 △813,467 ―

計 6,261,497 1,398,273 372,453 8,032,223 △813,467 7,218,756

セグメント利益 259,476 119,789 2,041 381,306 △90,343 290,963

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 アジア 欧米 計

売上高

  外部顧客への売上高 6,056,684 1,062,068 375,982 7,494,735 ― 7,494,735

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

518,297 343,250 2,318 863,866 △863,866 ―

計 6,574,982 1,405,319 378,300 8,358,602 △863,866 7,494,735

セグメント利益 253,123 113,113 7,835 374,071 △77,840 296,231

（５）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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