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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 39,302 △38.6 752 △57.1 731 △63.3 577 △43.6
21年3月期第1四半期 64,052 ― 1,752 ― 1,993 ― 1,023 ―

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

22年3月期第1四半期 2.61 2.29
21年3月期第1四半期 4.63 4.07

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

22年3月期第1四半期 49,030 19,652 39.0 75.27
21年3月期 54,379 18,931 33.9 71.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  19,134百万円 21年3月期  18,451百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 2.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
なお、「１株当たり当期純利益」は、平成21年８月１日より普通株式への転換が開始される第二回優先株式の取得請求に伴う普通株式増加数を考慮した普
通株式の期中平均株式数に基づき算定しており、平成21年４月30日に公表した金額を変更しております。 

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 
連結累計期間

88,000 △33.3 1,650 △56.4 1,500 △62.5 900 △54.5 3.98

通期 200,000 △10.3 4,100 △29.8 4,000 △33.5 2,400 △25.7 10.22
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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１四半期連結累計期間の概況

(1) 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年から引き続き世界的な景気後退の影響
を受け、企業収益の低下による雇用情勢の悪化や個人消費の減少等により、依然として厳しい状況
が続きました。

このような状況の中、当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同期比３８．６％減の３９３億
２百万円となりました。

利益面につきましても、大幅な減収により、営業利益は前年同期比５７．１％減の７億５２百万
円、経常利益は前年同期比６３．３％減の７億３１百万円、四半期純利益は前年同期比４３．６％
減の５億７７百万円となりました。

(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。

（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２６．７％減の２２５億６９百万円となり、

営業利益は前年同期比６１．１％減の２億９８百万円となりました。

（化学品事業）
円高の進行、国内外需要の減退等により、売上高は前年同期比３４．２％減の１３０億６３百万

円となり、営業利益は前年同期比４４．４％減の４億３７百万円となりました。

（機械事業）
車輌関連事業の輸出の減少等により、売上高は前年同期比７３．４％減の３４億９３百万円とな

り、営業損失は１０百万円（前年同期は営業利益１億４１百万円）となりました。

（その他の事業）
売上高は前年同期比４０．８％減の１億７７百万円となり、営業利益は前年同期比５５．２％減

の２６百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、４９０億３０百万円となり、前連結会計年度末に比べ

５３億４９百万円減少しました。主な内訳は、当第１四半期連結累計期間における繊維事業の売上
高の減少等に伴い、受取手形及び売掛金が５０億２１百万円減少したことによるものです。

(2)負債
当第１四半期連結会計期間末の負債は、２９３億７８百万円となり、前連結会計年度末に比べ６

０億７０百万円減少しました。主な内訳は、支払手形及び買掛金が６２億６７百万円減少したこと
によるものです。

(3)純資産
当第１四半期連結会計期間末の純資産は、１９６億５２百万円となり、前連結会計年度末に比べ

７億２１百万円増加しました。主な内訳は、四半期純利益の計上により５億７７百万円増加、配当
金の支払いにより５億１１百万円減少、投資有価証券等の時価回復に伴い、その他有価証券評価差
額金が２億２０百万円増加、為替換算調整勘定が４億３０百万円増加したことによるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年8月1日より開始される第二回優先株式の転換による普通株式数の増加を見込み、「1株当
たり当期純利益」は変更しておりますが、その他の業績予想数値は平成21年4月30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。
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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

該当事項はありません。

(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

該当事項はありません。
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,919 6,166

関係会社預け金 2,500 3,000

受取手形及び売掛金 22,501 27,522

商品及び製品 8,975 8,713

仕掛品 14 68

原材料及び貯蔵品 12 35

未着商品 102 174

繰延税金資産 1,206 1,357

その他 1,776 1,615

貸倒引当金 △469 △594

流動資産合計 42,538 48,058

固定資産   

有形固定資産 585 597

無形固定資産 108 109

投資その他の資産 5,797 5,614

固定資産合計 6,491 6,321

資産合計 49,030 54,379

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,247 29,514

短期借入金 952 968

未払法人税等 101 107

賞与引当金 423 579

返品調整引当金 1 1

関係会社整理損失引当金 26 16

その他 3,422 3,051

流動負債合計 28,176 34,239

固定負債   

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 1,056 1,075

役員退職慰労引当金 144 133

固定負債合計 1,201 1,209

負債合計 29,378 35,448
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

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 12,177 12,113

自己株式 △36 △36

株主資本合計 20,640 20,577

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △509 △729

繰延ヘッジ損益 54 85

為替換算調整勘定 △1,051 △1,481

評価・換算差額等合計 △1,506 △2,125

少数株主持分 517 479

純資産合計 19,652 18,931

負債純資産合計 49,030 54,379
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(2)四半期連結損益計算書 
第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 64,052 39,302

売上原価 58,837 35,202

売上総利益 5,214 4,100

販売費及び一般管理費 3,461 3,348

営業利益 1,752 752

営業外収益   

受取利息 32 29

受取配当金 45 52

持分法による投資利益 18 －

為替差益 197 －

雑収入 177 57

営業外収益合計 471 139

営業外費用   

支払利息 94 34

手形売却損 93 36

持分法による投資損失 － 42

為替差損 － 15

雑支出 42 31

営業外費用合計 230 160

経常利益 1,993 731

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 129

投資有価証券売却益 － 0

固定資産売却益 1 0

関係会社株式売却益 11 －

特別利益合計 12 130

特別損失   

関係会社整理損失引当金繰入額 － 10

ゴルフ会員権評価損 27 3

投資有価証券評価損 2 0

固定資産処分損 32 0

本社改装費用 105 －

60周年記念費用 17 －

投資有価証券売却損 7 －

特別損失合計 192 15

税金等調整前四半期純利益 1,813 845

法人税、住民税及び事業税 98 64

法人税等調整額 656 189

法人税等合計 754 254

少数株主利益 35 13

四半期純利益 1,023 577
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 1,813 845

減価償却費 62 55

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16 △20

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △222 △72

受取利息及び受取配当金 △78 △82

支払利息 94 34

為替差損益（△は益） 392 △138

持分法による投資損益（△は益） △18 42

投資有価証券売却損益（△は益） 7 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 2 0

関係会社株式売却損益（△は益） △11 －

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） － 10

売上債権の増減額（△は増加） 4,378 5,254

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,898 △77

仕入債務の増減額（△は減少） △4,194 △6,395

未収消費税等の増減額（△は増加） △266 △142

その他の資産の増減額（△は増加） △67 10

その他の負債の増減額（△は減少） △729 260

その他 △574 △3

小計 △1,316 △405

利息及び配当金の受取額 42 87

利息の支払額 △85 △32

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △76 △61

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,436 △412

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 △31 △48

有形固定資産の売却による収入 2 3

無形固定資産の取得による支出 △16 △9

投資有価証券の売却による収入 3 4

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 －

貸付けによる支出 △11 △3

貸付金の回収による収入 20 19

その他 △7 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △67 △29
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 16 △40

長期借入金の返済による支出 △6 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △65 △408

その他 △7 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △63 △449

現金及び現金同等物に係る換算差額 △397 143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,964 △747

現金及び現金同等物の期首残高 12,108 9,097

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 10,145 8,349
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  当第１四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

   該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。当第１四半期

連結累計期間より、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１６２億７６百

万円で、これらの変更に伴い、「化学品事業」に３１億４１百万円、「機械事業」に１３１億３５百万円が区

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３億５８百万円で、

「化学品事業」に２億１７百万円、「機械事業」に１億４１百万円が区分されることとなります。  

 また、前第１四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２０億２百万円、「機械事業」が７３億３２百万円であり、営業利益は「化学品事業」が４５百万円、

「機械事業」が３３百万円であります。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を、当第１四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１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

(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)

 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

30,778 19,838 13,135 299 64,052 ― 64,052

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 293 293 (293) ―

計 30,778 19,838 13,135 592 64,345 (293) 64,052

営業利益 767 786 141 58 1,752 ― 1,752

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)

 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

33,941 16,256 7,332 327 57,858 ― 57,858

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 311 311 (311) ―

計 33,941 16,256 7,332 639 58,170 (311) 57,858

営業利益 246 605 33 93 979 ― 979
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

  

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)

 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

22,569 13,063 3,493 177 39,302 ― 39,302

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 285 285 (285) ―

計 22,569 13,063 3,493 462 39,588 (285) 39,302

営業利益 
又は営業損失（△）

298 437 △ 10 26 752 ― 752
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

  

【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)

 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

58,624 4,456 971 64,052 ― 64,052

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,956 812 0 3,769 (3,769) ―

計 61,580 5,268 972 67,821 (3,769) 64,052

営業利益 1,602 144 3 1,750 2 1,752

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)

 売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

35,457 3,412 432 39,302 ― 39,302

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,078 678 11 1,768 (1,768) ―

計 36,536 4,090 444 41,071 (1,768) 39,302

営業利益 
又は営業損失(△)

647 103 △ 12 738 14 752
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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、当第１

四半期連結累計期間より、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１２２億６０百万円減少し

ております。また、前第１四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７６億４９

百万円であります。 

 なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報を当第１四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１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

  

【海外売上高】

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 16,747 12,260 3,264 32,272

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 64,052

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

26.2 19.1 5.1 50.4

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,702 7,649 3,009 23,361

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 57,858

Ⅲ 連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

22.0 13.2 5.2 40.4

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,320 2,962 1,174 16,457

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 39,302

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

31.4 7.5 3.0 41.9
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  当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

   該当事項はありません。 

  

(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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