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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 88,829 △32.6 2,396 △36.6 2,437 △39.1 1,829 △7.4
21年3月期第2四半期 131,874 ― 3,781 ― 4,001 ― 1,976 ―

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2四半期 8.10 7.65
21年3月期第2四半期 8.94 7.85

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2四半期 54,324 20,773 37.3 79.99
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2四半期  20,246百万円 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
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

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

（予想）
― 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 200,000 △10.3 4,100 △29.8 4,000 △33.5 2,400 △25.7 10.22

－1－



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  無  

(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） 

(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 
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。実際の業績等は、様々な
要因により、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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 238,691,442株 21年3月期  221,191,443株
,652 期半四2第期月3年22数式株己自末期 ② 213株 21年3月期  246,223株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 225,939,541株 21年3月期第2四半期 220,966,835株

－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、昨年の秋以降の世界的な金融市場の混乱に
よる世界景気の後退に一部持ち直しの兆しが見られたものの、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、企業を取り巻く環境は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２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比３２．６％減の８８８億
２９百万円となりました。

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３６．６％減の２３億９６百
万円、経常利益は前年同期比３９．１％減の２４億３７百万円、四半期純利益は前年同期比７．
４％減の１８億２９百万円となりました。

(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２２．０％減の５０４億９８百万円となり、

営業利益は前年同期比１８．５％減の１３億８８百万円となりました。

（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３３．０％減の２７３億４１百万

円となり、営業利益は前年同期比４３．３％減の９億３７百万円となりました。

（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５８．８％減の１０６億１１百万円と

なり、営業利益は前年同期比９３．１％減の２２百万円となりました。

（その他の事業）
売上高は前年同期比３３．７％減の３億７７百万円となり、営業利益は前年同期比５３．４％減

の４８百万円となりました。

(3) 次に所在地別セグメントの業績をみますと、日本では、国内消費市場の不振等により,売上高
は前年同期比３１．２％減の８１７億６６百万円となり、営業利益は前年同期比３７．９％減の２
２億１９百万円となりました。アジアでは、需要の減退等により、売上高は前年同期比４３．６％
減の６１億９７百万円となり、営業利益は前年同期比２４．０％減の１億７７百万円となりまし
た。その他の地域でも、需要の減退等により、売上高は前年同期比５５．８％減の８億６５百万円
となり、営業損失は２３百万円（前年同期は営業損失７百万円）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２四半期連結会計期間末の総資産は、５４３億２４百万円となり、前連結会計年度末に比べ

５５百万円減少しました。主な内訳は、受取手形及び売掛金が７億５１百万円増加した一方で、商
品及び製品が９億４９百万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、３３５億５０百万円となり、前連結会計年度末に比べ１

８億９８百万円減少しました。主な内訳は、支払手形及び買掛金が２２億５６百万円減少したこと
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、２０７億７３百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１８億４２百万円増加しました。主な内訳は、四半期純利益の計上により１８億２９百万円増加、
配当金の支払いにより５億１１百万円減少、投資有価証券の時価回復等に伴い、その他有価証券評
価差額金が３億１１百万円増加、為替換算調整勘定が３億２２百万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、景気の先行きは依然として不透明であり、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あることが予想されますが、現時点では平成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。

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)

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。

－4－



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,984 6,166

関係会社預け金 3,000 3,000

受取手形及び売掛金 28,273 27,522

商品及び製品 7,764 8,713

仕掛品 118 68

原材料及び貯蔵品 30 35

未着商品 64 174

繰延税金資産 710 1,357

その他 2,238 1,615

貸倒引当金 △316 △594

流動資産合計 47,867 48,058

固定資産   

有形固定資産 566 597

無形固定資産 115 109

投資その他の資産 5,774 5,614

固定資産合計 6,456 6,321

資産合計 54,324 54,379

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,258 29,514

短期借入金 769 968

未払法人税等 102 107

賞与引当金 661 579

返品調整引当金 1 1

関係会社整理損失引当金 27 16

その他 3,526 3,051

流動負債合計 32,348 34,239

固定負債   

繰延税金負債 1 －

退職給付引当金 1,107 1,075

役員退職慰労引当金 94 133

固定負債合計 1,202 1,209

負債合計 33,550 35,448

－5－



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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 13,424 12,113

自己株式 △37 △36

株主資本合計 21,887 20,577

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △418 △729

繰延ヘッジ損益 △63 85

為替換算調整勘定 △1,159 △1,481

評価・換算差額等合計 △1,641 △2,125

少数株主持分 526 479

純資産合計 20,773 18,931

負債純資産合計 54,324 54,379

－6－



(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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 131,874 88,829

売上原価 120,777 79,738

売上総利益 11,097 9,091

販売費及び一般管理費 7,316 6,695

営業利益 3,781 2,396

営業外収益   

受取利息 72 61

受取配当金 66 58

持分法による投資利益 9 －

為替差益 275 －

債務勘定整理益 － 118

雑収入 222 58

営業外収益合計 647 297

営業外費用   

支払利息 138 57

手形売却損 194 67

持分法による投資損失 － 32

為替差損 － 34

雑支出 94 65

営業外費用合計 427 256

経常利益 4,001 2,437

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 288

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 2 289

特別損失   

関係会社整理損失引当金繰入額 － 9

固定資産処分損 87 9

ゴルフ会員権評価損 27 3

投資有価証券売却損 7 3

投資有価証券評価損 91 0

本社移転・改装費用 260 －

関係会社株式売却損 85 －

60周年記念費用 42 －

特別損失合計 602 26

税金等調整前四半期純利益 3,401 2,699

法人税、住民税及び事業税 170 96

法人税等調整額 1,197 753

法人税等合計 1,368 850

少数株主利益 56 20

四半期純利益 1,976 1,829

－7－



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 2,699

減価償却費 132 112

退職給付引当金の増減額（△は減少） △25 31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7 △39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △144 △328

受取利息及び受取配当金 △139 △120

支払利息 138 57

為替差損益（△は益） 208 △111

持分法による投資損益（△は益） △9 32

本社移転・改装費用 260 －

投資有価証券売却損益（△は益） 7 3

投資有価証券評価損益（△は益） 91 0

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 10

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 △583

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,125 1,053

仕入債務の増減額（△は減少） △2,302 △2,361

未収消費税等の増減額（△は増加） △57 △235

その他の資産の増減額（△は増加） 502 △302

その他の負債の増減額（△は減少） △882 376

その他 △75 228

小計 △2,080 523

利息及び配当金の受取額 160 127

利息の支払額 △134 △55

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 △106

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,326 488

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 △72

有形固定資産の売却による収入 4 7

無形固定資産の取得による支出 △24 △27

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 △5

貸付金の回収による収入 58 50

その他 9 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △58 △54

－8－



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） 220 △218

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 △1

配当金の支払額 △65 △507

その他 △12 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー 132 △731

現金及び現金同等物に係る換算差額 △215 117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,467 △179

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 9,643 8,917

－9－



  当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

   該当事項はありません。 

  

前第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。 

 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２四半期

連結累計期間の売上高は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

めていた当第２四半期連結累計期間の営業利益は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)

 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21年４月１日 至 平成21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 

  

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

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

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

50,498 27,341 10,611 377 88,829 ― 88,829

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 587 587 (587) ―

計 50,498 27,341 10,611 964 89,416 (587) 88,829

営業利益 1,388 937 22 48 2,396 ― 2,396
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前第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 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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、タイ 

 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

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

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

81,766 6,197 865 88,829 ― 88,829

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,468 1,567 38 4,073 (4,073) ―

計 84,235 7,764 903 92,903 (4,073) 88,829

営業利益 
又は営業損失(△)

2,219 177 △ 23 2,373 22 2,396
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前第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」の当第２四半期連結累計期間の海外売上高

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１５４億９３百万円であります。 

 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21年４月１日 至 平成21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。 

  

  

【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

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 25,456 9,205 2,707 37,369

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 88,829

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.7 10.4 3.0 42.1
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  当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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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