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

22年3月期第3四半期 139,727 △23.4 3,855 △26.6 3,872 △28.4 2,543 △7.5
21年3月期第3四半期 182,513 ― 5,251 ― 5,406 ― 2,750 ―

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3四半期 11.07 10.47
21年3月期第3四半期 12.45 10.93

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3四半期 56,525 20,931 36.7 82.03
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3四半期  20,732百万円 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  有   

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 190,000 △14.8 4,600 △21.3 4,500 △25.2 2,900 △10.2 12.38
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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、平成21年4月30日に公表しました内容から変更しております。詳細については、本日（平成22年1月26日）公表の「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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3四半期 238,691,442株 21年3月期  221,191,443株
,072 期半四3第期月3年22数式株己自末期 ② 875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3四半期 229,686,440株 21年3月期第3四半期 220,964,602株
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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、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、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３四半期連結累計期間の売上高は前年同期比２３．４％減の１，３９
７億２７百万円となりました。

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２６．６％減の３８億５５百
万円、経常利益は前年同期比２８．４％減の３８億７２百万円、四半期純利益は前年同期比７．
５％減の２５億４３百万円となりました。

(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２０．７％減の７６１億８２百万円となり、

営業利益は前年同期比８．９％減の２２億２８百万円となりました。

（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２２．８％減の４２６億４９百万

円となり、営業利益は前年同期比３９．１％減の１３億９７百万円となりました。

（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３３．１％減の２０３億９百万円とな

り、営業利益は前年同期比６０．６％減の１億５０百万円となりました。

（その他の事業）
売上高は前年同期比２８．２％減の５億８６百万円となり、営業利益は前年同期比３８．８％減

の７９百万円となりました。

(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２１．０％減の１，２９１億３８百万円となり、営業利益は前年同期比２８．２％減
の３５億１７百万円となりました。アジアでは、需要の減退等により、売上高は前年同期比４２．
８％減の９３億５３百万円となり、営業利益は前年同期比１３．３％減の３億２５百万円となりま
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５３．０％減の１２億３４百
万円となり、営業損失は１３百万円（前年同期は営業利益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３四半期連結会計期間末の総資産は、５６５億２５百万円となり、前連結会計年度末に比べ

２１億４６百万円増加しました。主な内訳は、受取手形及び売掛金が３９億９７百万円増加、商品
及び製品が８億８３百万円減少、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
１０億９１百万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、３５５億９３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１

億４５百万円増加しました。主な内訳は、支払手形及び買掛金が１億４６百万円増加したことによ
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、２０９億３１百万円となり、前連結会計年度末に比べ

２０億円増加しました。主な内訳は、四半期純利益の計上により２５億４３百万円増加、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よりその他有価証券評価差額金が
３億１百万円増加、少数株主持分が２億８０百万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

当第３四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成21年４月30日に公表しました
平成22年3月期の連結業績予想を変更しております。詳細につきましては、本日（平成22年１月26
日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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。
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,391 6,166

関係会社預け金 1,000 3,000

受取手形及び売掛金 31,519 27,522

商品及び製品 7,830 8,713

仕掛品 24 68

原材料及び貯蔵品 15 35

未着商品 232 174

繰延税金資産 274 1,357

その他 3,288 1,615

貸倒引当金 △328 △594

流動資産合計 50,247 48,058

固定資産   

有形固定資産 547 597

無形固定資産 107 109

投資その他の資産 5,622 5,614

固定資産合計 6,277 6,321

資産合計 56,525 54,379

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,660 29,514

短期借入金 420 968

未払法人税等 400 107

賞与引当金 356 579

返品調整引当金 1 1

関係会社整理損失引当金 14 16

その他 3,256 3,051

流動負債合計 34,110 34,239

固定負債   

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 1,087 1,075

役員退職慰労引当金 104 133

負ののれん 291 －

固定負債合計 1,483 1,209

負債合計 35,593 35,448
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 14,138 12,113

自己株式 △38 △36

株主資本合計 22,600 20,577

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △428 △729

繰延ヘッジ損益 70 85

為替換算調整勘定 △1,510 △1,481

評価・換算差額等合計 △1,867 △2,125

少数株主持分 199 479

純資産合計 20,931 18,931

負債純資産合計 56,525 54,379
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 182,513 139,727

売上原価 166,310 125,957

売上総利益 16,202 13,769

販売費及び一般管理費 10,951 9,914

営業利益 5,251 3,855

営業外収益   

受取利息 91 78

受取配当金 75 67

持分法による投資利益 9 －

為替差益 197 －

債務勘定整理益 － 164

雑収入 398 68

営業外収益合計 773 378

営業外費用   

支払利息 218 76

手形売却損 267 93

持分法による投資損失 － 26

為替差損 － 63

雑支出 132 102

営業外費用合計 618 361

経常利益 5,406 3,872

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 274

固定資産売却益 5 0

投資有価証券売却益 0 0

関係会社整理損失引当金戻入額 181 －

特別利益合計 187 275

特別損失   

固定資産処分損 91 10

投資有価証券売却損 7 3

ゴルフ会員権評価損 27 3

投資有価証券評価損 139 1

本社移転・改装費用 260 －

海外店事務所移転等費用 94 －

関係会社株式売却損 85 －

60周年記念費用 49 －

特別損失合計 756 19

税金等調整前四半期純利益 4,837 4,129

法人税、住民税及び事業税 200 451

法人税等調整額 1,808 1,101

法人税等合計 2,009 1,553

少数株主利益 77 32

四半期純利益 2,750 2,543
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 4,129

減価償却費 195 171

退職給付引当金の増減額（△は減少） △38 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 △29

貸倒引当金の増減額（△は減少） △152 △348

受取利息及び受取配当金 △167 △146

支払利息 218 76

為替差損益（△は益） 291 1

持分法による投資損益（△は益） △9 26

本社移転・改装費用 260 －

投資有価証券売却損益（△は益） 6 3

投資有価証券評価損益（△は益） 139 1

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 △2

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 △4,028

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,535 899

仕入債務の増減額（△は減少） △10,653 196

未収消費税等の増減額（△は増加） 292 △338

その他の資産の増減額（△は増加） △880 △1,241

その他の負債の増減額（△は減少） △1,640 227

その他 △417 △221

小計 △5,273 △610

利息及び配当金の受取額 202 170

利息の支払額 △208 △71

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 △152

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,737 △663

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 △106

有形固定資産の売却による収入 10 10

無形固定資産の取得による支出 △41 △30

子会社株式の取得による支出 － △26

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
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 △19

貸付金の回収による収入 82 140

その他 △10 △15

投資活動によるキャッシュ・フロー △205 △48
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 △546

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 △3

配当金の支払額 △65 △508

その他 △17 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △178 △1,060

現金及び現金同等物に係る換算差額 △309 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,431 △1,774

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 5,678 7,322
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  当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

   該当事項はありません。 

  

前第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)

 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

蝶理㈱(8014)平成22年３月期　第３四半期決算短信

10



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21年４月１日 至 平成21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 

  

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

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

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

76,182 42,649 20,309 586 139,727 ― 139,727

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 875 875 (875) ―

計 76,182 42,649 20,309 1,461 140,602 (875) 139,727

営業利益 2,228 1,397 150 79 3,855 ― 3,855
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前第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 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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、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

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

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

129,138 9,353 1,234 139,727 ― 139,727

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,672 2,372 82 6,127 (6,127) ―

計 132,811 11,726 1,317 145,854 (6,127) 139,727

営業利益 
又は営業損失(△)

3,517 325 △13 3,829 26 3,855
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前第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21年４月１日 至 平成21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。 

  

【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

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 39,171 18,042 3,801 61,015

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 139,727

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

28.1 12.9 2.7 43.7
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  当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

蝶理㈱(8014)平成22年３月期　第３四半期決算短信
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