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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 182,513 ― 5,251 ― 5,406 ― 2,750 ―

20年3月期第3四半期 187,390 8.2 4,833 2.5 4,533 6.9 2,636 △26.0

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3四半期 12.45 10.93
20年3月期第3四半期 13.18 11.43

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3四半期 60,488 19,022 30.7 72.67
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3四半期  18,562百万円 20年3月期  16,627百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

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。  

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 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 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） 
（％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  
 

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

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．その他をご覧下さい。  

(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） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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１
４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、上記予想数値とは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。  

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

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  237,791株 20年3月期  220,978株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  220,964,602株 20年3月期第3四半期  200,003,860株
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種類株式の配当の状況

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。

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭
― ― ― ― ― ― 12 69.1 12 69.1
― ― ― ― ― ― 13 94.1 13 94.1
― ― ― ― ― ― 12 69.1 12 69.1

― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―
― ― ― ― ― ―

13 46.3 13 46.3
14 71.3 14 71.3
13 46.3 13 46.3

(基準日)

第三回優先株式
第四回優先株式

20年3月期
第二回優先株式

第二回優先株式
第三回優先株式
第四回優先株式

第１四半期

第三回優先株式
第四回優先株式

21年3月期(予想）

21年3月期
第二回優先株式

第２四半期 第３四半期 期末 年間
１株当たり配当金
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・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３四半期連結累計期間の概況

(1) 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機の影響による世界的な景
気減速が国内経済にも波及し、円高・株安が企業業績を圧迫する等、景気の減速感を一層強める状
況となりました。

このような状況の中、当第３四半期連結累計期間の売上高は、急速な円高の進行等もあり、前年
同期比２．６％減の１，８２５億１３百万円となりました。

利益面につきましては、減収により売上総利益は減少しましたが、経費の削減を進めた結果、営
業利益は、前年同期比８．６％増の５２億５１百万円、経常利益は、金融収支を主とした営業外損
益の改善により、前年同期比１９．３％増の５４億６百万円となり、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４．３％増の２７億５０百万円となりました。

(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３四半期連結累計期間のセグメント情
報を、当第３四半期連結累計期間の事業区分に変更し、前第３四半期連結累計期間との比較を行っ
ております。）

（繊維事業）
国内消費市場の不振等により、売上高は、前年同期比１０．８％減の９６０億８０百万円となり

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７．４％増の２４億４
７百万円となりました。

（化学品事業）
急速な円高の進行等による輸出の減少等により、売上高は、前年同期比０．６％減の５５２億６

４百万円となりましたが、高益率事業の増加等に伴い、営業利益は、前年同期比１１．４％増の２
２億９３百万円となりました。

（機械事業）
当第３四半期連結会計期間においては、急速な円高の進行等もあり、売上高・利益が減少傾向で

はありますが、第２四半期連結累計期間までは海外における車輌関連事業が堅調に推移したことも
あり、売上高は、前年同期比３２．３％増の３０３億５１百万円となり、営業利益は、前年同期比
４０．１％増の３億８１百万円となりました。

（その他の事業）
売上高は、前年同期比２３．４％減の８億１６百万円となり、営業利益は、前年同期比４１．

９％減の１億２９百万円となりました。

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３四半期連結会計期間末の総資産は、６０４億８８百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１２１億４４百万円減少しました。主な内訳は、当第３四半期連結会計期間における売上高の減少
等に伴い、受取手形及び売掛金が６０億５２百万円減少、また、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１６億７９百万円減少したことによるものです。

(2)負債
当第３四半期連結会計期間末の負債は、４１４億６５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１

３８億８７百万円減少しました。主な内訳は、当第３四半期連結会計期間における仕入高の減少等
により支払手形及び買掛金が１１１億２８百万円減少したことによるものです。

(3)純資産
当第３四半期連結会計期間末の純資産は、１９０億２２百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１７億４２百万円増加しました。主な内訳は、四半期純利益を２７億５０百万円計上しましたが、
投資有価証券等の時価の下落等に伴い、その他有価証券評価差額金が３億６０百万円減少、また、
円高の進行に伴い、為替換算調整勘定が３億８３百万円減少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

今後のわが国経済は、景気は依然として低調に推移するものと思われ、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31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３四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、当該適用に伴う当第３四半期連結累計期間の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、当該適用に伴う当第３四半期連結累計期間の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、当該適用に伴う当第３四半期連結累計期間の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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,745 7,187 

関係会社預け金 － 5,000 

受取手形及び売掛金 30,653 36,705 

商品 12,061 8,927 

製品 31 242 

原材料 60 140 

仕掛品 47 98 

貯蔵品 － 24 

未着商品 151 608 

繰延税金資産 1,512 820 

その他 4,130 3,199 

貸倒引当金 △749 △670 

流動資産合計 53,645 62,284 

固定資産   

有形固定資産 764 920 

無形固定資産 122 119 

投資その他の資産 5,955 9,308 

固定資産合計 6,842 10,348 

資産合計 60,488 72,632 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 35,706 46,834 

短期借入金 962 1,174 

未払法人税等 147 178 

賞与引当金 315 545 

返品調整引当金 1 2 

関係会社整理損失引当金 227 378 

訴訟損失引当金 150 407 

その他 2,752 4,601 

流動負債合計 40,265 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 1,077 1,118 

役員退職慰労引当金 122 103 

固定負債合計 1,200 1,227 

負債合計 41,465 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 11,631 8,956 

自己株式 △35 △33 

株主資本合計 20,095 17,422 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △668 △308 

繰延ヘッジ損益 △143 △147 

為替換算調整勘定 △721 △338 

評価・換算差額等合計 △1,532 △794 

少数株主持分 459 652 

純資産合計 19,022 17,280 

負債純資産合計 60,488 72,632 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 182,513

売上原価 166,310

売上総利益 16,202

販売費及び一般管理費 10,951

営業利益 5,251

営業外収益  

受取利息 91

受取配当金 75

持分法による投資利益 9

為替差益 197

雑収入 398

営業外収益合計 773

営業外費用  

支払利息 218

手形売却損 267

雑支出 132

営業外費用合計 618

経常利益 5,406

特別利益  

関係会社整理損失引当金戻入額 181

固定資産売却益 5

投資有価証券売却益 0

特別利益合計 187

特別損失  

本社移転・改装費用 260

投資有価証券評価損 139

海外店事務所移転等費用 94

固定資産処分損 91

関係会社株式売却損 85

60周年記念費用 49

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 756

税金等調整前四半期純利益 4,837

法人税、住民税及び事業税 200

法人税等調整額 1,808

法人税等合計 2,009

少数株主利益 77

四半期純利益 2,750
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 4,837

減価償却費 195

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △152

受取利息及び受取配当金 △167

支払利息 218

為替差損益（△は益） 291

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） 6

投資有価証券評価損益（△は益） 139

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） △151

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） 5,285

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,535

仕入債務の増減額（△は減少） △10,653

未収消費税等の増減額（△は増加） 292

その他の資産の増減額（△は増加） △880

その他の負債の増減額（△は減少） △1,640

その他 △417

小計 △5,273

利息及び配当金の受取額 202

利息の支払額 △208

本社移転・改装費用の支払額 △257

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △200

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,737

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 △248

有形固定資産の売却による収入 10

無形固定資産の取得による支出 △41

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 △15

貸付金の回収による収入 82

その他 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △205

－8－



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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） △83

長期借入金の返済による支出 △9

自己株式の取得による支出 △2

配当金の支払額 △65

その他 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △178

現金及び現金同等物に係る換算差額 △309

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,431

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 5,678
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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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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。 

 この結果、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当第３四半期

連結累計期間の売上高は３９５億２８百万円で、これらの変更に伴い、「化学品事業」に９１億７７百万円、

「機械事業」に３０３億５１百万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

めていた当第３四半期連結累計期間の営業利益は８億４９百万円で、「化学品事業」に４億６８百万円、「機

械事業」に３億８１百万円が区分されることとなります。  

 また、前第３四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９０億３２百万円、「機械事業」が２２９億４７百万円であり、営業利益は「化学品事業」が３億４３

百万円、「機械事業」が２億７２百万円であります。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第３四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

96,080 55,264 30,351 816 182,513 ― 182,513

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 879 879 △ 879 ―

計 96,080 55,264 30,351 1,695 183,392 △ 879 182,513

営業利益 2,447 2,293 381 129 5,251 ― 5,251
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前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

107,768 55,610 22,947 1,065 187,390 ― 187,390

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 947 947 △ 947 ―

計 107,768 55,610 22,947 2,013 188,338 △ 947 187,390

営業利益 2,279 2,058 272 222 4,833 ― 4,833

【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

163,539 16,350 2,623 182,513 ― 182,513

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,300 2,388 139 8,828 △ 8,828 ―

計 169,839 18,739 2,763 191,341 △ 8,828 182,513

営業利益 4,899 375 7 5,282 △ 30 5,251
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当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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」の当第３四半期連結累計期間の海外売上高

は２９１億８４百万円減少しております。また、前第３四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２３８億４４百万円であります。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報を当第３四半期連結累計期間において用いた国又は地域

の区分の方法により区分すると次のようになります。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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) 44,702 29,184 8,499 82,386

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 182,513

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

24.5 16.0 4.6 45.1

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 45,592 23,844 8,415 77,851

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 187,390

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

24.3 12.7 4.5 41.5

(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） 

 
  

平成20年３月期第３四半期財務・業績の概況（連結）において開示しておりませんので、記載は省略

しております。 

  

「参考資料」

１.（要約）前四半期連結損益計算書

科     目

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日）

金   額

Ⅰ売 上 高 187,390

Ⅱ売上原価 170,841

  売上総利益 16,549

Ⅲ販売費及び一般管理費 11,716

  営業利益 4,833

Ⅳ営業外収益 751

Ⅴ営業外費用 1,051

  経常利益 4,533

Ⅵ特別利益 188

Ⅶ特別損失 201

 税金等調整前四半期純利益 4,519

 法人税、住民税及び事業税 251

 法人税等調整額 1,544

 少数株主利益 86

  四半期純利益 2,636

２.（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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前第３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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

107,768 46,577 33,045 187,390 ― 187,390

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 947 947 △ 947 ―

計 107,768 46,577 33,993 188,338 △ 947 187,390

営業利益 2,279 1,715 838 4,833 ― 4,833

【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

169,278 14,747 3,365 187,390 ― 187,390

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,453 1,727 179 10,360 △ 10,360 ―

計 177,731 16,475 3,545 197,751 △ 10,360 187,390

営業利益 4,419 411 9 4,839 △ 6 4,833

【海外売上高】

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 45,592 32,259 77,851

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 187,390

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％)

24.3 17.2 41.5
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