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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 10,375 △9.2 638 △21.3 931 △37.9 599 △43.8

21年3月期第2四半期 11,427 ― 811 ― 1,500 ― 1,065 ―

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 18.59 ―

21年3月期第2四半期 33.03 ―

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 56,242 32,723 58.2 1,015.64
21年3月期 55,875 32,280 57.8 1,001.21

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  32,723百万円 21年3月期  32,280百万円

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  
 

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 ― 8.00 8.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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 21,900 △4.5 970 △38.6 1,670 △25.1 1,100 △11.5 34.14



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 を参照 

(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 

業績の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結 
果となる可能性がある。詳細は、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参照。 

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 35,700,000株 21年3月期  35,700,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,480,699株 21年3月期  3,458,871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 32,228,415株 21年3月期第2四半期 32,262,549株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響等により、企業収益や雇用情勢の悪

化、個人消費の冷え込みは依然として継続し、景気は全般的に厳しい状況で推移した。 

 このような状況のもと興和紡績グループにおいては、各事業の効率向上を図り経営基盤の安定・強化に努めた結

果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高10,375百万円(前年同四半期比9.2％減)、経常利益931百万円(前年

同四半期比37.9％減)、四半期純利益599百万円(前年同四半期比43.8％減)となった。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

（不動産事業） 

 オフィス賃貸については、景気悪化を受けて名古屋地区における空室率が過去 悪の水準になるなか、当社も厳

しい環境で推移したが、大型商業施設向けの不動産賃貸については、安定した収入を確保することができた。 

 冷蔵倉庫については、長雨・冷夏の影響で主力のアイスクリームは取扱量が減少したが、乳飲料の入出庫量が増

加したことや、増築棟の完成による新規貨物獲得に伴う収入増、配送センターにおける仕分け作業料収入も寄与

し、所期の目標を上回る成績をあげることができた。 

 この結果、不動産事業の売上高は2,346百万円(前年同四半期比2.7％増)、営業利益は967百万円(前年同四半期比

10.8％減)となった。 

（印刷事業） 

 商業印刷物やディスプレイ・サービス品は苦戦したが、主力のパッケージ類は、医薬品の新製品が多数登場した

ことや、薬事法改正による店頭販売方法の変更により需要が拡大し、好調に推移した。 

 段ボールについては、景気低迷の影響をまともに受け取扱いが減少し、苦戦を強いられた。 

 この結果、印刷事業の売上高は2,024百万円(前年同四半期比0.5％増)、営業利益は73百万円(前年同四半期は営業

損失10百万円)となった。 

（ヘルスケアー事業） 

 ヘルスケアー商品については、医薬部外品の液キャベ類の取扱いは目標に対しては未達に終わったが、マスク類

は新型インフルエンザの流行により「三次元マスク」を中心に取扱いは前年同期を大きく上回り、好成績となっ

た。また、医薬品原料については、消費低迷による製薬メーカーの生産調整などで苦戦したが、後半に入り新型イ

ンフルエンザ関連で、うがい薬の医薬原料や容器などの特需効果があり、前年同期並の実績をあげることができ

た。 

 この結果、ヘルスケアー事業の売上高は2,730百万円(前年同四半期比42.9％増)、営業利益は166百万円(前年同四

半期比690.6％増)となった。 

（自動車販売事業） 

 ベンツ車については、Ｅクラスの新型車投入があったものの、買い控えやエコカー減税などの対象車がないこと

から、販売不振に苦しんだ。三菱車については、エコカー減税や代替支援金制度の効果もあり、収入・利益ともに

前年同期をクリアすることができた。 

 この結果、自動車販売事業の売上高は1,585百万円(前年同四半期比30.2％減)、営業損失は60百万円(前年同四半

期は営業損失16百万円)となった。 

（精密機器事業） 

 射出成形品については、中国広東省の成形工場はＯＡ機器部品などで前年同期並の収入を確保することができた

が、国内については金属部品のプラスチック化による新たな需要の創出に努めたものの、従来品の大幅な需要低迷

により苦戦した。 

 物資については、女性ファッション小物などの輸入雑貨品が順調に推移し、前年同期を上回る成績を残すことが

できた。 

 電気機械器具については、大手取引先が生産を海外へ移管したことによる生産調整を継続するなか、主力先以外

の受注獲得にも努力したが、安定操業を維持することは困難であると判断し、11月末をもって工場閉鎖することを

決定した。 

 この結果、精密機器事業の売上高は1,688百万円(前年同四半期比42.7％減)、営業損失は57百万円(前年同四半期

は営業利益84百万円)となった。   

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は56,242百万円となり、前連結会計年度末に比べ366百万円増加し

た。主に有形固定資産の増加504百万円によるものである。また、前連結会計年度末と比べた負債の減少は76百万円

であり、主に預り保証金の減少344百万円によるものである。また、純資産は32,723百万円となり、前連結会計年度

末に比べ443百万円増加し、自己資本比率は58.2％と0.4％上昇した。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



 当期の今後の見通しについては、当社平成22年３月期第２四半期連結累計期間を終了した現在までの業績は概ね

当社が想定したとおりに進捗しており、平成21年８月７日に発表した連結業績予想に変更はない。 

 該当事項なし。 

① 簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決

算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して、一般債権の貸倒見積高を算定する方法によっ

ている。 

・たな卸資産の評価方法 

四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し、前連結会計年度に係る実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定している。また、たな卸資産の簿価切下げに関して収益性の

低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっている。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している場合に、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっている。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算している。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。  

 該当事項なし。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 3,795,341 3,780,997

受取手形及び売掛金 3,290,145 3,987,138

商品及び製品 966,002 715,615

仕掛品 118,712 122,195

原材料及び貯蔵品 132,790 143,713

その他 290,781 277,770

貸倒引当金 △8,978 △281

流動資産合計 8,584,795 9,027,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,319,248 11,233,909

機械装置及び運搬具（純額） 1,035,792 823,105

土地 7,445,416 7,445,416

建設仮勘定 269,637 1,066,100

その他（純額） 60,645 58,195

有形固定資産合計 21,130,740 20,626,726

無形固定資産 54,262 65,838

投資その他の資産   

投資有価証券 25,865,698 25,509,820

その他 606,637 646,044

投資その他の資産合計 26,472,335 26,155,865

固定資産合計 47,657,338 46,848,429

資産合計 56,242,134 55,875,579



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,171,775 3,462,911

短期借入金 4,399,117 3,892,800

未払法人税等 314,024 322,060

引当金 28,168 41,927

その他 2,211,434 2,338,084

流動負債合計 10,124,518 10,057,783

固定負債   

長期借入金 1,875,000 1,709,500

退職給付引当金 1,194,947 1,143,208

引当金 455,100 450,500

預り保証金 8,266,554 8,611,028

その他 1,602,867 1,623,437

固定負債合計 13,394,469 13,537,675

負債合計 23,518,988 23,595,458

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,457,500 3,457,500

資本剰余金 2,037,419 2,037,419

利益剰余金 26,980,132 26,650,180

自己株式 △1,384,356 △1,378,993

株主資本合計 31,090,695 30,766,106

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,602,770 1,466,586

繰延ヘッジ損益 △8,142 7,500

為替換算調整勘定 37,822 39,927

評価・換算差額等合計 1,632,450 1,514,014

純資産合計 32,723,145 32,280,121

負債純資産合計 56,242,134 55,875,579



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 11,427,549 10,375,734

売上原価 9,094,892 8,134,664

売上総利益 2,332,656 2,241,070

返品調整引当金戻入額 11,208 17,627

返品調整引当金繰入額 4,620 12,368

営業総利益 2,339,244 2,246,329

販売費及び一般管理費 1,527,728 1,607,994

営業利益 811,515 638,335

営業外収益   

受取利息 8,238 8,396

受取配当金 93,932 81,647

持分法による投資利益 642,542 247,076

雑収入 48,249 50,329

営業外収益合計 792,962 387,449

営業外費用   

支払利息 69,772 63,218

為替差損 20,200 －

雑支出 14,248 30,859

営業外費用合計 104,221 94,078

経常利益 1,500,256 931,706

特別損失   

関係会社清算損 － 17,576

特別損失合計 － 17,576

税金等調整前四半期純利益 1,500,256 914,129

法人税等 434,647 314,872

四半期純利益 1,065,609 599,257



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 1,500,256 914,129

減価償却費 604,656 639,182

引当金の増減額（△は減少） △78,549 51,277

固定資産除却損 2,214 5,917

投資有価証券評価損益（△は益） 3,291 －

受取利息及び受取配当金 △102,170 △90,044

支払利息 69,772 63,218

為替差損益（△は益） 22,627 △15,101

持分法による投資損益（△は益） △642,542 △247,076

関係会社清算損益（△は益） － 15,140

売上債権の増減額（△は増加） 585,628 702,025

たな卸資産の増減額（△は増加） △131,509 △233,243

仕入債務の増減額（△は減少） △472,788 △294,884

預り保証金の増減額（△は減少） △328,178 △344,474

その他 △14,038 △68,572

小計 1,018,671 1,097,494

利息及び配当金の受取額 273,919 264,480

利息の支払額 △70,098 △62,668

法人税等の支払額 △337,707 △347,952

法人税等の還付額 － 89,634

営業活動によるキャッシュ・フロー 884,784 1,040,990

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △98,593 △1,244,107

固定資産の売却による収入 5,040 11,644

投資有価証券の取得による支出 △453,024 △223,034

貸付けによる支出 △1,472 △900

貸付金の回収による収入 10,000 －

子会社の清算による収入 － 24,839

投資活動によるキャッシュ・フロー △538,049 △1,431,558

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） △70,845 806,316

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △34,500 △334,500

自己株式の取得による支出 △9,396 △1,309

配当金の支払額 △269,033 △268,623

その他 － △1,184

財務活動によるキャッシュ・フロー △383,775 400,699

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,813 4,212

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,853 14,343

現金及び現金同等物の期首残高 4,501,900 3,780,997

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,462,046 3,795,341



 該当事項なし。 

  

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) 

(注) 事業区分の方法及び各区分に属する主要な内容 
事業区分は、その類似性により下記の区分としている。 

不動産事業…不動産賃貸・管理、冷蔵倉庫 
印刷事業…印刷物、紙器・段ボール 
ヘルスケアー事業…ヘルスケアー商品、医薬品原料・副資材 
自動車販売事業…自動車販売・修理 
精密機器事業…事務機器等、金型・射出成形品、電気機械器具 

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）及び当第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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略している。 

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）及び当第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略している。 

 該当事項なし。 

  

（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〕

  
不動産 
事業 

(千円) 

印刷事業 

(千円) 

ヘルスケ
アー事業 
(千円) 

自動車
販売事業 
(千円) 

精密機器
事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連 結

(千円) 

売上高                 
(1）外部顧客に対する売

上高  2,283,695 2,014,915 1,911,195 2,270,721 2,947,020  11,427,549  － 11,427,549

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  203,659 43,133 1,283 156 5,363  253,595  (253,595) －

計  2,487,355 2,058,049 1,912,478 2,270,877 2,952,383  11,681,144  (253,595) 11,427,549

営業利益又は 
営業損失(△)  1,084,575 △10,193 21,097 △16,383 84,781  1,163,877  (352,361) 811,515

  
不動産 
事業 

(千円) 

印刷事業 

(千円) 

ヘルスケ
アー事業 
(千円) 

自動車
販売事業 
(千円) 

精密機器
事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連 結

(千円) 

売上高                 
(1）外部顧客に対する売

上高  2,346,358 2,024,816 2,730,945 1,585,571 1,688,041  10,375,734  － 10,375,734

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  146,982 120,376 559 0 8,700  276,620  (276,620) －

計  2,493,341 2,145,193 2,731,505 1,585,572 1,696,742  10,652,354  (276,620) 10,375,734

営業利益又は 
営業損失(△)  967,323 73,753 166,788 △60,219 △57,869  1,089,776  (451,441) 638,335

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	興和紡績㈱(3117)　平成22年3月期　第2四半期決算短信: 興和紡績㈱(3117)　平成22年3月期　第2四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


