
   

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注)１.配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

２.上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株

式（非上場）については、2ページ「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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 ％

21年3月期第2四半期 131,874 ― 3,781 ― 4,001 ― 1,976 ―

20年3月期第2四半期 124,137 10.1 2,925 △6.0 2,814 1.3 1,689 △23.7

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

21年3月期第2四半期 8 94 7 85
20年3月期第2四半期 8 84 7 62

 (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

21年3月期第2四半期 70,337 18,648 25.8 70 92

20年3月期 72,632 17,280 22.9 63 61

(参考) 自己資本 21年3月期第2四半期 18,176百万円 20年3月期 16,627百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

21年3月期 0 00 0 00 ――― ―――
2 00

21年3月期(予想) ――― ――― 0 00 2 00

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 262,000 3.9 6,900 11.4 7,000 22.8 3,600 24.9 15 98
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  (注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 
(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） 

 
 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） 

 
  

・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な
要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま
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、4ページ【定性
的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

  

  
 普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 
  
  

4. その他

(1) 期中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) 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 ： 有

  (注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

(3) 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（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もの）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

21年3月期第2四半期 221,191,443株 20年3月期 221,191,443株

21年3月期第2四半期 228,714株 20年3月期 220,978株

21年3月期第2四半期 220,966,835株 20年3月期第2四半期 191,016,984株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

種類株式の配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期

第二回優先株式 ― ― ― ― ― ― 12 69.1 12 69.1

第三回優先株式 ― ― ― ― ― ― 13 94.1 13 94.1

第四回優先株式 ― ― ― ― ― ― 12 69.1 12 69.1

21年3月期

――― ―――第二回優先株式 ― ― ― ―

第三回優先株式 ― ― ― ―

第四回優先株式 ― ― ― ―

21年3月期(予想）

――― ―――第二回優先株式 ― ― 13 46.3 13 46.3

第三回優先株式 ― ― 14 71.3 14 71.3

第四回優先株式 ― ― 13 46.3 13 46.3

蝶理㈱(8014)平成21年３月期　第２四半期決算短信

2



 
  

  

 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

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の概況

(1) 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・素材価格の高騰が企業収益や家計を
圧迫する等、景気の減速懸念は一段と高まっており、また、米国のサブプライムローン問題に端を
発した金融不安の影響等、先行きの不透明感は依然払拭されないまま推移してまいりました。

このような状況の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は、化学品事業・機械事業の堅調な推
移及び中国を中心とした海外事業の拡大により、前年同期比６．２％増の１，３１８億７４百万円
となり、３期連続の前年同期比増収となりました。

利益面につきましても、営業利益は、前年同期比２９.３％増の３７億８１百万円、経常利益
は、前年同期比４２．２％増の４０億１百万円となり、前年同期に引き続き、過去 高益を更新し
ました。四半期純利益は、本社移転・改装費用等の特別損失及び税金費用等を計上しましたが、前
年同期比１７．０％増の１９億７６百万円となりました。

(2)事業別の状況

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。

なお、「５.四半期連結財務諸表(5)セグメント情報」に記載のとおり、第１四半期連結会計期間
より機械事業を区分し、４事業区分といたしました。（前第２四半期連結累計期間のセグメント情
報を当第２四半期連結累計期間の事業区分に変更し、前第２四半期連結累計期間との比較を行って
おります。）

（繊維事業）
売上高は、前年同期比１１.６％減の６４７億２４百万円となりましたが、高収益で効率的な事

業への集中に伴い、営業利益は、前年同期比４億１５百万円増の１７億３百万円となりました。

（化学品事業）
中国における化学品事業の堅調な推移等により、売上高は、前年同期比１５．７％増の４０８億

７百万円となり、営業利益は、前年同期比２４．２％増の１６億５４百万円となりました。

（機械事業）
海外における車輌関連事業が堅調に推移し、売上高は、前年同期比７２．７％増の２５７億７２

百万円となり、営業利益は、前年同期比１億７０百万円増の３億１８百万円となりました。

（その他の事業）
売上高は、前年同期比１億２６百万円減の５億６９百万円となり、営業利益は、前年同期比５３

百万円減の１億３百万円となりました。

なお、上記前年同期増減率（前年同期増減金額）は参考として記載しております。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1）資産
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、７０３億３７百万円となり、前連結会計年度末に比べ

２２億９５百万円減少しました。主な内訳は、利益計上等による一時差異の減少に伴い、繰延税金
資産が１１億５７百万円減少したことによるものです。

(2)負債
当第２四半期連結会計期間末の負債は、５１６億８９百万円となり、前連結会計年度末に比べ３

６億６３百万円減少しました。主な内訳は、海外取引拡大に伴う国内の支払手形及び買掛金の減少
により支払手形及び買掛金が２６億４９百万円減少したことによるものです。

(3)純資産
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、１８６億４８百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１３億６８百万円増加しました。主な内訳は、四半期純利益を１９億７６百万円計上しましたが、
その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定マイナス残高がそれぞれ２億９９百万円、１億９
０百万円増加したことによるものです。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

下期におけるわが国経済は、景気は依然として先行きの不透明感が強く、当社及びグループ企業を
取り巻く事業環境も引き続き厳しい状況で推移していくものと予想されますが、現時点では平成20年
10月17日に公表いたしました業績予想と変更はありません。
なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断した

ものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 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

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の
実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

(3) 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

(1)四半期財務諸表に関する会計基準の適用   
 「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日 企業会計基準
第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年3
月14日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。ま
た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(2)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準
第9号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性
の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。  
 なお、当該適用に伴う損益に与える影響はありません。

(3)連結財務諸表作成における在外子会社の会社処理に関する当面の取扱いの適用 
 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委
員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算
上必要な修正を行っております。  
 なお、当該適用に伴う損益に与える影響は軽微であります。

(4)リース取引に関する会計基準の適用 
 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成5年6月17日 終改正平成19年3
月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委
員会 平成6年1月18日 終改正平成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期
連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更
し、リース資産として計上しております。  
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算
定する方法によっており、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しておりま
す。  
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 6,720 7,187 

関係会社預け金 3,000 5,000 

受取手形及び売掛金 37,006 36,705 

商品 11,175 8,927 

製品 45 242 

原材料 97 140 

仕掛品 177 98 

貯蔵品 － 24 

未着商品 476 608 

繰延税金資産 1,343 820 

その他 3,293 3,199 

貸倒引当金 △768 △670 

流動資産合計 62,567 62,284 

固定資産 

有形固定資産 774 920 

無形固定資産 117 119 

投資その他の資産 6,879 9,308 

固定資産合計 7,770 10,348 

資産合計 70,337 72,632 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 44,185 46,834 

短期借入金 1,288 1,174 

未払法人税等 137 178 

賞与引当金 538 545 

返品調整引当金 1 2 

関係会社整理損失引当金 407 378 

訴訟損失引当金 150 407 

その他 3,775 4,601 

流動負債合計 50,485 54,124 

固定負債 

長期借入金 － 4 

繰延税金負債 0 1 

退職給付引当金 1,091 1,118 

役員退職慰労引当金 110 103 

固定負債合計 1,203 1,227 

負債合計 51,689 55,352 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,800 6,800 

資本剰余金 1,700 1,700 

利益剰余金 10,860 8,956 

自己株式 △34 △33 

株主資本合計 19,326 17,422 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △607 △308 

繰延ヘッジ損益 △13 △147 

為替換算調整勘定 △528 △338 

評価・換算差額等合計 △1,149 △794 

少数株主持分 471 652 

純資産合計 18,648 17,280 

負債純資産合計 70,337 72,632 
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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：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 131,874 

売上原価 120,777 

売上総利益 11,097 

販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費合計 7,316 

営業利益 3,781 

営業外収益 

受取利息 72 

受取配当金 66 

持分法による投資利益 9 

為替差益 275 

雑収入 222 

営業外収益合計 647 

営業外費用 

支払利息 138 

手形売却損 194 

雑支出 94 

営業外費用合計 427 

経常利益 4,001 

特別利益 

固定資産売却益 2 

特別利益合計 2 

特別損失 

本社移転・改装費用 260 

投資有価証券評価損 91 

固定資産処分損 87 

関係会社株式売却損 85 

60周年記念費用 42 

ゴルフ会員権評価損 27 

投資有価証券売却損 7 

特別損失合計 602 

税金等調整前四半期純利益 3,401 

法人税、住民税及び事業税 170 

法人税等調整額 1,197 

法人税等合計 1,368 

少数株主利益 56 

四半期純利益 1,976 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20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 3,401 

減価償却費 132 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △144 

受取利息及び受取配当金 △139 

支払利息 138 

為替差損益（△は益） 208 

持分法による投資損益（△は益） △9 

本社移転・改装費用 260 

投資有価証券売却損益（△は益） 7 

投資有価証券評価損益（△は益） 91 

関係会社株式売却損益（△は益） 85 

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 28 

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △257 

売上債権の増減額（△は増加） △924 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,125 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,302 

未収消費税等の増減額（△は増加） △57 

その他の資産の増減額（△は増加） 502 

その他の負債の増減額（△は減少） △882 

その他 △75 

小計 △2,080 

利息及び配当金の受取額 160 

利息の支払額 △134 

本社移転・改装費用の支払額 △97 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △175 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,326 

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 △116 

有形固定資産の売却による収入 4 

無形固定資産の取得による支出 △24 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

△26 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

43 

貸付けによる支出 △6 

貸付金の回収による収入 58 

その他 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58 

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） 220 

長期借入金の返済による支出 △8 

自己株式の取得による支出 △1 

配当金の支払額 △65 

その他 △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー 132 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △215 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,467 

現金及び現金同等物の期首残高 12,108 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,643 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20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20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

２ 事業区分の主な取扱商品 

繊維事業  ：化・合繊、その他の天然繊維等の綿及び原糸並びに化・合繊、絹その他の天然繊維等の織

物、編物及び製品並びに産業資材 

化学品事業 ：有機化学品、無機化学品、精密化学品、医薬原料、食品・飼料添加剤及び天鉱産品 

機械事業  ：車輌、機械及び関連資材 

その他の事業：情報・通信機器、不動産及び各種役務提供 

３ 事業区分の方法の変更 

事業区分の方法については、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき区分しております。第１四半期連

結会計期間より、従来「その他の事業」に含めて表示していた機能機器・材料に関連した事業については、機

器関連事業が減少し、化学品に類似する材料関連事業の割合が増加し、今後もこの傾向が続くと予想されるこ

とから「化学品事業」に含めて表示することに変更しました。また、従来「その他の事業」に含めて表示して

いた機械事業については、連結売上高に占める割合が高くなり、また、今後もこの傾向が続くことと予想され

ることから、「その他の事業」から分離し、「機械事業」として独立表示することに変更しました。 

 従来「その他の事業」に含めていた機能機器・材料に関連した事業及び機械事業の売上高は３２２億６７百

万円で、これらの変更に伴い、「化学品事業」に６４億９４百万円、「機械事業」に２５７億７２百万円が区

分されることとなります。また、同様に、従来「その他の事業」に含めていた営業利益は６億８２百万円で、

「化学品事業」に３億６３百万円、「機械事業」に３億１８百万円が区分されることとなります。  

 また、前第２四半期連結累計期間の「その他の事業」に含まれるこれらの変更に伴う売上高は「化学品事

業」が３９億９９百万円、「機械事業」が１４９億２１百万円であり、営業利益は「化学品事業」が８３百万

円、「機械事業」が１億４８百万円であります。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第２四半期連結累計期間において用いた事業区分

の方法により区分すると次のようになります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

繊維事業 
(百万円)

化学品事業
(百万円)

機械事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

64,724 40,807 25,772 569 131,874 ― 131,874

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 600 600 △ 600 ―

計 64,724 40,807 25,772 1,170 132,475 △ 600 131,874

営業利益 1,703 1,654 318 103 3,781 ― 3,781
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前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：中国、シンガポール 

 その他：米州 

  

繊維事業 
(百万円)

化学品事業
(百万円)

機械事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

73,256 35,264 14,921 695 124,137 ― 124,137

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 636 636 △ 636 ―

計 73,256 35,264 14,921 1,331 124,773 △ 636 124,137

営業利益 1,288 1,332 148 156 2,925 ― 2,925

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

118,932 10,985 1,956 131,874 ― 131,874

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,253 1,672 81 7,007 △ 7,007 ―

計 124,186 12,658 2,037 138,882 △ 7,007 131,874

営業利益 
又は営業損失（△）

3,573 233 △ 7 3,800 △ 19 3,781
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当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：中国 

 中南米：チリ 

 その他：中東 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 国又は地域の区分の変更 

国又は地域の区分の方法については、従来、地理的近接度の観点に基づき２区分としていましたが、第１四

半期連結会計期間より、従来「その他」に含めて表示していた「中南米」の連結売上高に占める割合が高くな

り、また、今後もこの傾向が予想され、企業集団の状況をより一層明瞭に開示し、海外売上高の有用性を高め

るため、当該地域を「その他」から分離し、「中南米」として区分し表示することに変更しました。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「その他」の海外売上高は２４４億９８百万円減少し

ております。また、前第２四半期連結累計期間の「その他」に含まれる「中南米」の海外売上高は１５４億９

３百万円であります。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を当第２四半期連結累計期間において用いた事業区分の

方法により区分すると次のようになります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 33,151 24,498 6,571 64,220

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 131,874

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

25.1 18.6 5.0 48.7

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,106 15,493 5,673 50,273

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 124,137

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

23.4 12.5 4.6 40.5

(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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                     （単位：百万円） 

 
  

「参考資料」

１.（要約）前四半期連結損益計算書

科     目

前第２四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

金   額

Ⅰ売 上 高 124,137

Ⅱ売上原価 113,266

  売上総利益 10,870

Ⅲ販売費及び一般管理費 7,945

  営業利益 2,925

Ⅳ営業外収益 615

Ⅴ営業外費用 726

  経常利益 2,814

Ⅵ特別利益 169

Ⅶ特別損失 104

 税金等調整前四半期純利益 2,879

 法人税、住民税及び事業税 183

 法人税等調整額 962

 少数株主利益 43

  四半期純利益 1,689
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                     （単位：百万円） 

２.（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第２四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

区     分 金    額

Ⅰ 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 2,879

   減価償却費 151

   退職給付引当金の増減額 
   (減少：△)

△125

   役員退職慰労引当金の増減額 
   (減少：△)

81

   貸倒引当金の増減額 
   (減少：△)

117

   受取利息及び受取配当金 △180

   支払利息 254

   為替差損益(差益：△) △192

   持分法による投資損益(益：△) △33

   投資有価証券等売却損益(益：△) △133

   売上債権の増減額 
   (増加：△)

1,482

   たな卸資産の増減額 
   (増加：△)

△1,482

   仕入債務の増減額 
   (減少：△)

2,936

   その他の資産の増減額
   (増加：△)

28

   その他の負債の増減額
   (減少：△)

311

   その他 588

    小計 6,682

   利息及び配当金の受取額 182

   利息の支払額 △247

   法人税等の支払額 △170

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

6,447
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                     （単位：百万円） 

 
  

  

前第２四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日）

区分 金    額

Ⅱ 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 △58

   有形固定資産の売却による収入 27

   無形固定資産の取得による支出 △23

   投資有価証券の取得による支出 △191

   投資有価証券の売却による収入 268

   貸付による支出 △3

   貸付金の回収による収入 449

   その他 △18

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

450

Ⅲ 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(減少：△) 306

   長期借入金の返済による支出 △13

   自己株式の取得による支出 △8,364

   優先株式配当金の支払額 △208

   その他 △11

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△8,291

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

185

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減額(減少：△)

△1,207

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

10,976

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末残高

9,769
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前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は商品の種類、性質の類似性等により区分しております。 

２ 事業区分の主な取扱商品 

繊維事業  ：化・合繊、生糸その他の天然繊維等の綿及び原糸並びに化・合繊、絹その他の天然繊維等の

織物、編物及び製品並びに産業資材 

化学品事業 ：有機・無機化学品、医薬原料及び食品・飼料添加剤 

その他の事業 ：情報・通信機器、機械、車輌、不動産及び各種役務提供 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：中国、シンガポール 

 その他：米州 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：中国 

 その他：米州 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

３.セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

繊維事業 
(百万円)

化学品事業
(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

73,256 31,265 19,615 124,137 ― 124,137

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 636 636 △ 636 ―

計 73,256 31,265 20,252 124,773 △ 636 124,137

営業利益 1,288 1,249 388 2,925 ― 2,925

【所在地別セグメント情報】

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

112,598 9,106 2,431 124,137 ― 124,137

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,113 1,266 110 6,490 △ 6,490 ―

計 117,712 10,373 2,541 130,627 △ 6,490 124,137

営業利益又は営業損失(△) 2,637 297 △ 0 2,933 △ 8 2,925

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 29,106 21,166 50,273

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 124,137

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

23.4 17.1 40.5
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