
単位：億円

２００９年３月期　連結決算
＜ハイライト情報＞

２００９年４月３０日

蝶理株式会社

当期の業績の特徴
①世界的景気後退・事業環境の激変の中、減収を

2,521 2,230 -291 　 余儀なくされたが、収益は確保。

217 200 -17 　　・上期好調の蓄積と経費削減の早期着手により、

-155 -141 14 　　　経常利益･当期純利益とも増益。

62 58 -4 　　　経常利益は6期連続増益・4期連続最高益を更新。

支払利息(ネット*) -8 -4 4 ②財務内容は、引続き健全性を維持。

2 1 -1 　　・自己資本比率　33.9%と高水準。

　その他営業外損益 1 5 4 　　・ネット有利子負債０を継続中。

57 60 3 ③１７年半ぶりの復配

特　別　損　益 -8 -6 2 　　・当期末、普通株式１株２円配当。

49 54 5 ④新中期経営計画「躍進２０１０」策定

法　人　税　等 -3 -2 1 　　「変化に即応、新たな挑戦」

法人税等調整額 -17 -20 -3 　　・環境変化に即応した事業構造の改革

少数株主損益 0 -1 0 　　･コンプライアンス経営の推進(Open & Honest)

29 32 3 　　・人材の育成と活性化

*ネット：受取利息控除後

売上高 営業利益

当期 前期比 前期 前期比 前期 当期 前期比

繊維 1,230 -187 147 -12 28 30 3

化学品 646 -110 58 -3 28 24 -3

機械･その他 354 6 12 -3 7 4 -3

連結合計 2,230 -291 217 -18 62 58 -4

国内 720 -128 　　           　SPA･布帛婦人アパレル

輸入 561 -34        <不>北米向け生地、衣料資材用生地

輸出 512 -116

海外 437 -13

　貿易取引 1,510 -163 　 中国関連全般

(構成比) (67.7%) (+1.3%)        <不>石化原料全般

2,230 -291

関係会社の黒字・赤字会社数 関係会社の黒字・赤字金額
当期 前期比 前期 当期 前期比

32 -3 黒 字 額 11 9 -2

7 0 赤 字 額 -1 -2 -1

39 -3 合計 10 7 -3

財政状態 '08年3月末 '09年3月末 増減 前期 当期 前期比

総　　資　　産 726 544 -182 99 -22 -121

ＲＯＡ(*) 4.0% 5.9% 1.9% 3 -1 -4

自　己　資　本 166 185 19 -90 0 90

自己資本比率 22.9% 33.9% 11.0% 0 -7 -7

有利子負債（ネット**） -110 -82 28 12 -30 -42

*ROAは当期純利益ﾍﾞｰｽ **ネット：現預金等控除後 121 91 -30

(△33.3%) 880  (△56.4%) 16.5  (△62.5%) 15.0  (△54.5%) 9.0

(△10.3%) 2,000  (△29.8%) 41.0  (△33.5%) 40.0  (△25.7%) 24.0

*2009年度の普通株式についての配当金は、期末に１株当たり年間２円を予定。

損益の状況

販売費及び一般管理費

売 上 高

売 上 総 利 益

形態別売上

経 常 利 益

税金等調整前当期純利益

営 業 利 益

　受取配当金・持分利益

ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報
前期

当 期 純 利 益

前期比

売上高

9

当期

136

55

前期比

2007年度 2008年度

売上総利益

200

財務活動によるＣＦ

換算差額

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの状況
営業活動によるＣＦ

投資活動によるＣＦ

事　業　別　の　概　要

経常利益 当期純利益

合　計

 黒　字　会　社

前期

1,416

848

628

595

756

2,521

348

2008年度2007年度
繊  維：<好>資材･車両用原糸、スポーツ用生地・製品

化学品：<好>無機ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ（電子材料他)

2,521

7

42

ライフサイエンス・ファインケミカル

1,673

(66.4%)

450

35

合計

 赤　字　会　社

通　　　　　　　　　　　期　　

第２四半期連結累計期間

２００９年度業績予想

　　CF合計

現金及び現金同等物
の期末残高

 (  　)内は前年比増益率

営業利益


