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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 191,149 △14.3 4,690 △19.7 4,728 △21.4 2,918 △9.7
21年3月期 223,016 △11.5 5,842 △5.7 6,015 5.5 3,231 12.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 12.46 11.92 14.6 8.5 2.5
21年3月期 14.31 12.84 18.4 9.5 2.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △70百万円 21年3月期  22百万円

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 57,103 21,590 37.5 84.74
21年3月期 54,379 18,931 33.9 71.86

（参考） 自己資本   22年3月期  21,409百万円 21年3月期  18,451百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,612 △530 △1,113 11,103
21年3月期 △2,219 △135 47 9,097

2.  配当の状況 

（注）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、３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 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 441 14.0 3.0
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 476 16.1 2.6
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 2.00 2.00 16.1

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

93,000 4.7 2,400 0.2 2,500 2.6 1,500 △18.0 6.29

通期 200,000 4.6 5,100 8.7 5,000 5.8 3,000 2.8 12.46
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、38ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 238,691,442株 21年3月期 221,191,443株
② 期末自己株式数 22年3月期  287,047株 21年3月期  246,223株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 176,368 △14.0 4,063 △23.3 4,212 △21.8 2,539 △12.7
21年3月期 205,164 △11.0 5,294 △3.2 5,389 10.3 2,908 25.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 10.83 10.37
21年3月期 12.85 11.55

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 53,924 19,027 35.3 74.75
21年3月期 51,506 16,561 32.2 63.31

（参考） 自己資本 22年3月期  19,027百万円 21年3月期  16,561百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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 
累計期間

83,000 1.6 2,100 1.6 2,200 3.7 1,300 △20.7 5.45

通期 180,000 2.1 4,300 5.8 4,300 2.1 2,600 2.4 10.78
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種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

配当金総額

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円

― ― ― ― ― ― 13 46.3 13 46.3 35

― ― ― ― ― ― 14 71.3 14 71.3 25

― ― ― ― ― ― 13 46.3 13 46.3 8

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 　　　　―

― ― ― ― ― ― 13 85 13 85 24

― ― ― ― ― ― 12 60 12 60 7

― ― ― ― ― ― 12 91 12 91 22

― ― ― ― ― ― 11 66 11 66 6

（注）第二回優先株式は、平成21年8月3日をもって普通株式へ全株転換し、平成21年8月12日付にて全株消却したことから、23年3月期（予想）における1株当たり

      配当金の内訳は記載しておりません。

第三回優先株式

21年3月期

第二回優先株式

第四回優先株式

第二回優先株式

１株当たり配当金

第三回優先株式

第１四半期末

第三回優先株式

第四回優先株式

23年3月期(予想）

22年3月期

第四回優先株式

期末第２四半期末 第３四半期末 合計
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 当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年後半からの景気後退に一部持ち直しの兆しが見られる

ものの、自律性には乏しく、また、デフレ傾向の強まりなどの懸念要因もあり、不透明かつ厳しい状況

が続きました。 

 このような状況の中、当連結会計年度の売上高は、前年同期比１４．３％減の１，９１１億円となり

ました。利益面につきましては、営業利益は前年同期比１９．７％減の４６億９０百万円、経常利益は

前年同期比２１．４％減の４７億２８百万円、当期純利益は前年同期比９．７％減の２９億１８百万円

となりました。 

 また、当連結会計年度において、中期経営計画「躍進２０１０」（２００９年度～２０１０年度まで

の2ヵ年計画）をスタートさせました。高機能・高専門性を基盤として常に進化する企業集団を実現し

企業価値の増大を目指して、「躍進２０１０」の基本戦略である「人材の育成と活性化」及び「コンプ

ライアンス経営の推進（OPEN＆HONEST）」を両輪とし「環境変化に即応した事業構造の変革」を推進し

てまいりました。その結果、営業利益・経常利益・当期純利益の利益面については、初年度目標を達成

しました。また、目標とする経営指標であるＲＯＡ（連結総資産当期純利益率）については、当連結会

計年度末は５．１％となり、４．５％と設定しました 終年度の目標を達成しました。 

  

 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） 

 消費マインドの低迷に伴う国内消費市場の不振等により、売上高は前年同期比１６．９％減の１，０

２１億円となりましたが、益率の改善・経費の削減を進め営業利益は前年同期比１４．３％減の２６億

３百万円となりました。 

（化学品事業） 

 世界的な景気後退の状況の下、軟調にスタートしましたが、当連結会計年度半ばより基盤とする中国

の経済回復に牽引され、売上高は前年同期比９．２％減の５８６億円まで挽回しましたが、営業利益は

前年同期比２４．４％減の１８億４５百万円となりました。 

（機械事業）  

 当連結会計年度前半における車輌関連事業の主たる事業地域である中南米の景気後退の影響が大き

く、当連結会計年度後半より回復基調にあるものの、売上高は前年同期比１４．５％減の２９３億円と

なり、営業利益は前年同期比３７．０％減の１億６０百万円となりました。 

（その他の事業） 

 売上高は前年同期比１３．６％減の８億円となり、営業利益は前年同期比２６．４％減の８１百万円

となりました。 

  

 わが国経済の見通しにつきましては、二番底の懸念は薄まりつつありますが、依然先行きの不透明感

は払拭できない状況が続くものと予想されます。  

 このような事業環境で、当社及びグループ企業は中期経営計画「躍進２０１０」の諸施策を推進し、

激変する経営環境に即応し、事業構造の変革に取り組んでまいります。次期の連結業績は、売上高２，

０００億円（前年同期比４．６％増）、営業利益５１億円（前年同期比８．７％増）、経常利益５０億

円（前年同期比５．８％増）、当期純利益３０億円（前年同期比２．８％増）と見通しております。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当連結会計年度の概況

② 事業別の状況

③ 次期の見通し
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（イ）資産  

 当連結会計年度末における総資産は、５７１億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ２７億２４

百万円増加しました。主な内訳は、必要資金を勘案した債権流動化の減少により受取手形及び売掛金が

２１億１４百万円増加したことによるものです。 

（ロ）負債  

 当連結会計年度末における負債は、３５５億１３百万円となり、前連結会計年度末に比べ６５百万円

増加しました。主な内訳は、未払法人税等が８億１１百万円増加、負ののれんが２億９９百万円増加、

支払手形及び買掛金が１０億８３百万円減少したことによるものです。 

（ハ）純資産  

 当連結会計年度末における純資産は、２１５億９０百万円となり、前連結会計年度末に比べ２６億５

８百万円増加しました。主な内訳は、当期純利益の計上により２９億１８百万円増加、配当の支払によ

り５億１１百万円減少したことによるものです。 

  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ２０億６百万円増加し、当連結会計年度末には、１１１億３百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー  

 営業活動による資金の増加は３６億１２百万円（前年同期は２２億１９百万円の資金の減少）となり

ました。収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益４９億２０百万円、たな卸資産の減少額２０億１

０百万円です。支出の主な内訳は、売上債権の増加額２０億６９百万円、仕入債務の減少額１０億９９

百万円によるものです。 

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー  

 投資活動による資金の減少は５億３０百万円（前年同期は１億３５百万円の資金の減少）となりまし

た。これは、主に投資有価証券の取得による支出６億７３百万円によるものであります。  

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー  

 財務活動による資金の減少は１１億１３百万円（前年同期は４７百万円の資金の増加）となりまし

た。これは、主に短期借入金の減少額５億９２百万円、配当の支払額５億８百万円によるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本/総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により計算しております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている短期借入金及び長期借入金を対象としており

ます。また、利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況 

② キャッシュ・フローの状況 

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 28.6% 30.4% 22.9% 33.9% 37.5%

時価ベースの自己資本比率 91.3% 55.1% 29.8% 39.4% 46.8%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

19.2% 296.2% 11.9% －% 10.5%

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

9.3 0.9 19.5 － 42.0
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 当社は、企業価値を高めることにより株主価値の増大を実現することを経営の重要課題と認識してお

ります。配当等につきましては、財政状態、利益の状況、新規投資計画等を総合的に勘案して業績に基

づいた剰余金の配分を基本方針としております。  

 この方針のもと、当期の普通株式についての期末配当金は、１株当たり年間２円の配当を行うことを

予定しております。また、次期の普通株式についての期末配当金は、１株当たり年間２円の配当を行う

ことを予定しております。 

  

 当社及びグループ企業の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性があると考えられる主な事項を次のとおり記載します。なお、当社及びグループ企業は、これらの

リスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。 

 次の事項には、将来に関するものが含まれますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断し

たものであります。 

  

 当社及びグループ企業は様々な通貨で取引を行っており、経営成績は為替レ－ト変動の影響を受ける

可能性があります。また、当社及びグループ企業は外貨建金銭債権債務等に係る為替変動の影響を 小

限に止めるため、ヘッジ手段として為替予約を締結しておりますが、予測を超えた為替変動が当社及び

グループ企業の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

 当社及びグループ企業は、海外の取引先と多くの取引を行なっており、カントリーリスク発生の可能

性がありますので、独立行政法人日本貿易保険の貿易保険を付保することなどにより、適切にリスクヘ

ッジしております。 

 また、当社及びグループ企業の海外取引に関わる営業活動は、国際的な貿易障壁・貿易紛争及び国家

間における自由貿易協定・多国間協定に起因する競合によって制約を受ける可能性があります。 

  

 当社及びグループ企業は、消費市場・製造拠点としての中国を重要な事業対象地域と位置づけ、経営

資源を投入しております。中国総代表を中心とした運営体制を敷き、事業環境整備、事業運営の統一を

図りながらリスク回避に努めております。 

 しかしながら、経済成長を続けている中国には、人民元の変動、電力エネルギーのインフラ整備・金

融システム・企業倒産・法制の動向などにより事業活動に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

 原油をはじめとする原材料価格高騰により、当社及びグループ企業の扱っております商材の仕入れコ

ストや製品の製造コストのみならず、荷造費・運賃などの販売費につきましても、すでに少なからぬ影

響を受けておりますが、今後、原油価格等の変動によっては、当社及びグループ企業の経営成績及び財

政状態に悪影響を与える可能性があります。 

  

 当社及びグループ企業の取引先で貸倒懸念のある取引先については、必要と認められる引当を計上し

ておりますが、予期せぬ貸倒リスクが顕在化し、追加的な損失や引当の計上によって、当社及びグルー

プ企業の経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

① 為替レートの変動

② カントリーリスク

③ 特定地域・市場への集中

④ 原材料価格変動にかかるリスク

⑤ 不良債権発生のリスク
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 繰延税金資産の回収可能性は、将来年度の当社及びグループ企業の収益力に基づく課税所得によって

判断しております。当連結会計年度末における繰延税金資産については十分な回収可能性があるものの

みを計上しておりますが、当社及びグループ企業の課税所得の実績が予測を下回ることにより、繰延税

金資産が減額され、その結果、当社及びグループ企業の経営成績及び財政状態に悪影響を与える可能性

があります。 

  

⑥ 繰延税金資産
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 当社グループは、子会社27社・関連会社13社より構成されており、繊維事業、化学品事業、機械事業、そ

の他の事業を行っております。事業区分毎の主な取扱商品並びに概要図は次のとおりであります。 

  

 
  

 

       （注）現地法人は、概ね複数の事業区分に属しております。 

なお、 近の有価証券報告書(平成21年６月24日提出)における「関係会社の状況」から重要な変更がな

いため、「関係会社の状況」の開示を省略します。 

  

2. 企業集団の状況

（1）事業区分及び主な取扱商品

事 業 区 分 主 な 取 扱 商 品

繊   維
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 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 車輌、機械及び関連資材

そ の 他 情報・通信機器、不動産及び各種役務提供

（2）概要図（会社の符号 無印：連結子会社 ＊：持分法適用関連会社）
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当社及びグループ企業は、２０１０年度を 終年度とする中期経営計画「躍進２０１０」を策定いた

しました。「躍進２０１０」の諸施策を着実に推進し、企業価値を増大することを目指してまいりま

す。 

  

「躍進２０１０」の 終年度に目標とする経営指標は次のとおりであります。 

 ・ＲＯＡ（連結総資産当期純利益率） ４．５％ 

 ・当連結会計年度末におけるＲＯＡは、５．１％となりました。 

  

中期経営計画「躍進２０１０」の基本戦略である「環境変化に即応した事業構造の変革」を推進し、

「人材の育成と活性化」及び「コンプライアンス経営の推進（OPEN＆HONEST）」を両輪とし、高機能・

高専門性を基盤として常に進化し続ける企業集団を実現し、企業価値の増大を目指してまいります。 

①環境変化に即応した事業構造の変革 

 刻々と変化する経営環境に即応するため、事業構造を不断に見直し、事業構造の変革に取り組んでま

いります。具体的には、３つの守りである「在庫圧縮」、「コンプライアンスと与信」及び「経費削

減」を徹底し、４つの攻めである「機能ある取引の拡大」、「中国を中心とした東アジアとの取組強

化・拡大」、「事業投資の実行」及び「人材育成と活性化」を推進してまいります。 

②人材の育成と活性化 

 人材の育成と活性化を推進し、社員の更なる活力向上に向け体制・環境作りに取り組みます。具体的

には、教育研修制度の拡充及び人事制度の改革に取り組むとともに、キャリア採用の拡大及びナショナ

ル・スタッフの拡充・登用を実行してまいります。 

③コンプライアンス経営の推進（OPEN＆HONEST） 

 コンプライアンス経営の推進に向け、諸施策を着実に実行いたします。具体的には、定期的に法令遵

守委員会を開催し、コンプライアンス状況の確認を行うとともに、チェック体制・社内牽制機能・適時

開示体制の強化、並びにコンプライアンスの徹底に向けた社員教育の充実に努めてまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,166 7,160

関係会社預け金 ※2  3,000 ※2  4,000

受取手形及び売掛金 27,522 29,636

商品及び製品 8,713 6,583

仕掛品 68 97

原材料及び貯蔵品 35 43

未着商品 174 271

繰延税金資産 1,357 349

その他 1,615 2,739

貸倒引当金 △594 △381

流動資産合計 48,058 50,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 188 188

減価償却累計額 △40 △60

建物及び構築物（純額） 148 128

機械装置及び運搬具 901 927

減価償却累計額 △670 △736

機械装置及び運搬具（純額） 231 190

工具、器具及び備品 489 505

減価償却累計額 △297 △339

工具、器具及び備品（純額） 191 165

土地 25 25

有形固定資産合計 597 510

無形固定資産 109 97

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,236 ※1  3,186

長期貸付金 73 85

繰延税金資産 471 440

その他 ※1  3,963 ※1  3,274

貸倒引当金 △1,130 △991

投資その他の資産合計 5,614 5,995

固定資産合計 6,321 6,603

資産合計 54,379 57,103

蝶理㈱(8014)平成22年３月期　決算短信

10



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,514 28,431

短期借入金 968 378

未払法人税等 107 918

賞与引当金 579 555

返品調整引当金 1 1

関係会社整理損失引当金 16 42

その他 3,051 3,673

流動負債合計 34,239 34,000

固定負債   

繰延税金負債 － 0

退職給付引当金 1,075 1,098

役員退職慰労引当金 133 114

負ののれん － 299

固定負債合計 1,209 1,512

負債合計 35,448 35,513

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 12,113 14,514

自己株式 △36 △40

株主資本合計 20,577 22,974

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △729 △287

繰延ヘッジ損益 85 89

為替換算調整勘定 △1,481 △1,367

評価・換算差額等合計 △2,125 △1,565

少数株主持分 479 180

純資産合計 18,931 21,590

負債純資産合計 54,379 57,103
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 223,016 191,149

売上原価 ※1・3  203,057 ※1・3  172,881

売上総利益 19,958 18,267

販売費及び一般管理費 ※2・3  14,116 ※2・3  13,576

営業利益 5,842 4,690

営業外収益   

受取利息 126 98

受取配当金 83 81

負ののれん償却額 － 15

持分法による投資利益 22 －

為替差益 210 －

債務勘定整理益 330 196

雑収入 121 123

営業外収益合計 894 514

営業外費用   

支払利息 260 96

手形売却損 306 120

売上割引 100 92

持分法による投資損失 － 70

為替差損 － 45

雑支出 54 51

営業外費用合計 721 477

経常利益 6,015 4,728

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 221

関係会社株式売却益 － 60

投資有価証券売却益 5 56

固定資産売却益 ※4  11 ※4  0

関係会社整理損失引当金戻入額 287 －

訴訟損失引当金戻入額 68 －

特別利益合計 373 339

特別損失   

投資有価証券評価損 150 93

固定資産処分損 ※5  224 ※5  24

関係会社株式売却損 109 21

投資有価証券売却損 7 3

ゴルフ会員権評価損 31 3

本社移転・改装費用 260 －

海外店事務所移転等費用 98 －

60周年記念費用 58 －

特別損失合計 940 146

税金等調整前当期純利益 5,449 4,920

法人税、住民税及び事業税 179 991

法人税等調整額 1,980 977

法人税等合計 2,159 1,968

少数株主利益 57 32

当期純利益 3,231 2,918
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,800 6,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,800 6,800

資本剰余金   

前期末残高 1,700 1,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,700 1,700

利益剰余金   

前期末残高 8,956 12,113

当期変動額   

剰余金の配当 △65 △511

当期純利益 3,231 2,918

自己株式の処分 △0 △0

その他 △8 △5

当期変動額合計 3,156 2,401

当期末残高 12,113 14,514

自己株式   

前期末残高 △33 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △3

当期末残高 △36 △40

株主資本合計   

前期末残高 17,422 20,577

当期変動額   

剰余金の配当 △65 △511

当期純利益 3,231 2,918

自己株式の取得 △3 △4

自己株式の処分 0 0

その他 △8 △5

当期変動額合計 3,154 2,397

当期末残高 20,577 22,974
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △308 △729

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △421 442

当期変動額合計 △421 442

当期末残高 △729 △287

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △147 85

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 233 3

当期変動額合計 233 3

当期末残高 85 89

為替換算調整勘定   

前期末残高 △338 △1,481

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,143 114

当期変動額合計 △1,143 114

当期末残高 △1,481 △1,367

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △794 △2,125

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,331 560

当期変動額合計 △1,331 560

当期末残高 △2,125 △1,565

少数株主持分   

前期末残高 652 479

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △172 △299

当期変動額合計 △172 △299

当期末残高 479 180

純資産合計   

前期末残高 17,280 18,931

当期変動額   

剰余金の配当 △65 △511

当期純利益 3,231 2,918

自己株式の取得 △3 △4

自己株式の処分 0 0

その他 △8 △5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,503 261

当期変動額合計 1,651 2,658

当期末残高 18,931 21,590
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 5,449 4,920

減価償却費 240 231

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15 22

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 30 △19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △241 △352

受取利息及び受取配当金 △209 △179

支払利息 260 96

為替差損益（△は益） 672 △37

持分法による投資損益（△は益） △22 70

本社移転・改装費用 260 －

海外店事務所移転等費用 98 －

60周年記念費用 58 －

ゴルフ会員権評価損 31 3

投資有価証券売却損益（△は益） 1 △52

投資有価証券評価損益（△は益） 150 93

関係会社株式売却損益（△は益） 109 △38

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） △362 25

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △407 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,750 △2,069

たな卸資産の増減額（△は増加） 662 2,010

仕入債務の増減額（△は減少） △16,289 △1,099

未収消費税等の増減額（△は増加） 474 △49

その他の資産の増減額（△は増加） 886 △575

その他の負債の増減額（△は減少） △1,243 633

その他 △90 50

小計 △1,746 3,686

利息及び配当金の受取額 251 189

利息の支払額 △251 △86

本社移転・改装費用の支払額 △260 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △211 △176

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,219 3,612
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △317 △128

有形固定資産の売却による収入 30 19

無形固定資産の取得による支出 △45 △31

子会社株式の取得による支出 － △45

投資有価証券の取得による支出 － △673

投資有価証券の売却による収入 120 240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△282 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

38 －

貸付けによる支出 △104 △21

貸付金の回収による収入 416 147

その他 7 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー △135 △530

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） 144 △592

長期借入金の返済による支出 △10 －

自己株式の取得による支出 △3 △4

配当金の支払額 △65 △508

その他 △16 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 47 △1,113

現金及び現金同等物に係る換算差額 △706 38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,013 2,006

現金及び現金同等物の期首残高 12,108 9,097

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

2 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  9,097 ※1  11,103
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    該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
 
(1) 連結子会社  24社

  主要な連結子会社は、以下のとお

りであります。

  (会社名)

東京靴下㈱、 

上海新蝶田中服飾有限公司 

㈱蝶理コム、 

Chori America, Inc.、 

蝶理(中国)商業有限公司

   なお、当連結会計年度において

事業活動の開始に伴い1社を連結

対象に含め、株式又は出資持分の

売却により3社を連結の範囲から

除外しております。 

 

 
(1) 連結子会社   24社

  主要な連結子会社は、以下のとお

りであります。

  (会社名)

東京靴下㈱、 

上海新蝶田中服飾有限公司 

㈱蝶理コム、 

Chori America, Inc.、 

蝶理(中国)商業有限公司

   

   

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な会社は以下のとおりであり

ます。

 (会社名)

 Chori Iran Co., Ltd.

(2) 主要な非連結子会社の名称等

  主要な会社は以下のとおりであり

ます。

 (会社名)

同左

 (連結の範囲から除いた理由)

  非連結子会社全体の総資産合計

額、売上高合計額、当期純損益の合

計額(持分に見合う額)、利益剰余金

の合計額(持分に見合う額)等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないためであります。

 (連結の範囲から除いた理由)

同左

２ 持分法の適用に関する事

項
 
(1) 持分法適用の非連結子会社 １社

  会社は以下のとおりであります。

 (会社名)

 Chori Iran Co., Ltd.

 
(1) 持分法適用の非連結子会社 １社

  会社は以下のとおりであります。

 (会社名)

同左

(2) 持分法適用の関連会社 14社

  主要な会社は以下のとおりであり

ます。

 (会社名)

 重慶大足紅蝶鍶業有限公司

(2) 持分法適用の関連会社 12社

  主要な会社は以下のとおりであり

ます。

 (会社名)

 重慶大足紅蝶鍶業有限公司

  なお、当連結会計年度において出

資持分の一部売却により1社を持分

法の適用対象から除外しておりま

す。 

  なお、当連結会計年度において出

資持分の売却により2社を持分法の

適用対象から除外しております。 

(3) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な会社

等の名称

―――

(3) 持分法を適用していない非連結子

会社及び関連会社のうち主要な会社

等の名称

Chori Trading(Thailand) Co.,Ltd. 

(持分法を適用しない理由) 

 持分法非適用会社は、それぞれ連

結純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす

影響は軽微でありかつ全体としても

重要性がないためであります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち決算日が連結決算

日と異なる子会社は次のとおりであり

ます。

連結子会社名 決算日

Chori America, Inc.他 

合計16社
12月31日

 連結子会社のうち決算日が連結決算

日と異なる子会社は次のとおりであり

ます。

連結子会社名 決算日

Chori America, Inc.他 

合計16社
12月31日

 連結財務諸表の作成にあたっては同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っておりま

す。

同左

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

     決算日の市場価格等に基づ

く時価法であります。

     (評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は、主として移動平均法

により算定しておりま

す。)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ① 有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    時価のないもの

     主として、移動平均法によ

る原価法であります。

    時価のないもの

同左

 ② デリバティブ取引

    時価法であります。

 ② デリバティブ取引

同左

 ③ たな卸資産

     主として、月次総平均法による
   原価法（貸借対照表価額は収益 
    性の低下に基づく簿価切下げの方 
    法により算定）を採用しておりま 
    す。
 （会計方針の変更）
    当連結会計年度より「棚卸資産 
    の評価に関する会計基準」（企業 
    会計基準第9号 平成18年7月5日 
    公表分）を適用しております。 
   この変更により、当連結会計年 
    度の損益に与える影響はありませ 
    ん。

 ③ たな卸資産

同左 

  

 

  

――― 
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

      主として、定率法(ただし、建 

   物(建物附属設備を含む)について 

   は、主として、定額法)によって 

  おります。

   なお、主な資産の耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物 ３～24年

機械装置及び運搬具 ２～10年

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

              同左

   

 ② 無形固定資産

   主として、定額法によっており

ます。

   なお、ソフトウェア(自社利用)

については、主として、利用可能

期間(５年以内)を耐用年数とする

定額法によっております。

 ② 無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

   債権の貸倒れの損失に備えるた

め、主として、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個別

に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

   賞与の支払に充てるため、翌連

結会計年度に支払うことが見込ま

れる賞与額のうち、当連結会計年

度帰属分を計上しております。

 ② 賞与引当金

同左

 ③ 関係会社整理損失引当金

   関係会社の事業の整理に伴う損

失に備えるため、当社が負担する

こととなる損失見込額を計上して

おります。

 ③ 関係会社整理損失引当金

同左

 ④ 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額に基づき計上

しております。

   なお、会計基準変更時差異につ

いては、15年による按分額を費用

処理しております。

   過去勤務債務については、発生

時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(13年)による定額

法により按分した額を費用処理し

ております。

   また、数理計算上の差異につい

ては、各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(13年)による定

額法により按分した額をそれぞれ

発生年度の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

 ④ 退職給付引当金

同左

 ⑤ 役員退職慰労引当金

   役員及び執行役員の退職慰労金

の支給に充てるため、内規に基づ

く連結会計年度末要支給額を計上

しております。

 ⑤ 役員退職慰労引当金

同左 
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

  提出会社の外貨建金銭債権債務

は、連結会計年度末日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債と

収益及び費用は、当該在外子会社等

の決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少数株

主持分に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   原則、繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、振当処理の要

件を満たしている為替予約につい

ては振当処理を採用しておりま

す。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭債権債務
及び外貨建予定取引

 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ ヘッジ方針

  提出会社にて社内管理規程に基 

 づき、為替変動リスクをヘッジし 

  ております。

  また、連結子会社においても上 

 記と同様としております。 

 ③ ヘッジ方針

        同左

  

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   既に経過した期間についての変

動額の累計を比較する方法によっ

ております。

   為替予約については、その締結

時に実需への振当を行っているた

め、その対応関係の判定をもって

有効性の判定に代えておりますの

で連結決算日における有効性の評

価を省略しております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

   

   

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  消費税等の会計処理

   税抜方式によっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。

同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれんは、原則として５年間で均等

償却しておりますが、金額に重要性の

ないものについては、発生年度に全額

償却しております。

同左

７ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は手許

現金、要求払預金及び取得日から３か

月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない短期投資からなっております。

同左

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 (連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱いの適用） 

 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年

5月17日 実務対応報告第18号)を当連結会計年度から適

用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、当該適用に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。

                       ―――
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表) 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」(平成20年8月7日 内閣

府令第50号)が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」「未着商品」に区分掲記しており

ます。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」「未

着商品」は、それぞれ9,169百万円、98百万円、165百万

円、608百万円であります。  

―――

（連結損益計算書） 

   前連結会計年度まで営業外収益の「雑収入」に含め

て表示しておりました「債務勘定整理益」は、EDINETへ

のXBRL導入に伴い内容をより明確に表示するため、当連

結会計年度から区分掲記することとしております。 

 なお、前連結会計年度の営業外収益の「雑収入」に含

まれる「債務勘定整理益」は344百万円であります。 

―――

（連結損益計算書） 

   前連結会計年度まで営業外費用の「雑支出」に含め

て表示しておりました「売上割引」（前連結会計年度

114百万円）は、当連結会計年度において営業外費用合

計額の100分の10を超えたため、区分掲記しておりま

す。 

―――

――― (連結キャッシュ・フロー計算書) 
 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・
フローの「その他」に含めておりました「投資有価証券
の取得による支出」(前連結会計年度16百万円)は、当連
結会計年度において金額的重要性が増したため、区分掲
記しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

※１ 各科目に含まれる非連結子会社及び関連会社に対

するものは、次のとおりであります。

(a) 投資有価証券(株式) 148百万円

(b) 投資その他の資産 その他 

  (出資金)
1,693百万円

※１ 各科目に含まれる非連結子会社及び関連会社に対

するものは、次のとおりであります。

(a) 投資有価証券(株式) 153百万円

(b) 投資その他の資産 その他 

  (出資金)
1,382百万円

※２ 関係会社預け金は、東レグループ・キャッシュマ

ネジメントシステムによる東レ株式会社への預け

金であります。

※２          同左

 ３ 手形割引高

   輸出手形割引高 550百万円

 ３ 手形割引高

   輸出手形割引高 1,539百万円

 
４ 債権流動化に伴う買戻義務 4,931百万円

 
４ 債権流動化に伴う買戻義務 2,108百万円

 ５ 提出会社では、金融機関3社とシンジケーション

方式によるコミットメントライン契約を締結して

おります。

   当連結会計年度末におけるコミットメントライン

契約の総額及び借入実行残高は次のとおりであり

ます。

コミットメントライン契約

の総額
10,000百万円

借入実行残高 ―百万円

差引計 10,000百万円

 ５          同左
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 返品調整引当金繰入額1百万円、戻入額2百万円が

含まれております。

※１ 返品調整引当金繰入額1百万円、戻入額1百万円が

含まれております。

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

運賃諸掛 1,873百万円

貸倒引当金繰入額 147百万円

給与手当 3,520百万円

賞与引当金繰入額 501百万円

退職給付費用 313百万円

役員退職慰労引当金繰入額 44百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

運賃諸掛 1,763百万円

貸倒引当金繰入額 104百万円

給与手当 3,485百万円

賞与引当金繰入額 480百万円

退職給付費用 289百万円

役員退職慰労引当金繰入額 41百万円

※３ 売上原価及び一般管理費に含まれる研究開発費は

216百万円であります。

※３ 売上原価及び一般管理費に含まれる研究開発費は

219百万円であります。

※４ 主として、機械装置及び運搬具の売却によるもの

であります。

※４ 主として、工具、器具及び備品の売却によるもの

であります。

※５ 主として、機械装置及び運搬具の売却、並びに、

建物及び構築物の処分によるものであります。

※５          同左
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（変動事由の概要） 

普通株式の自己株式の株式数の増加及び減少は、単元未満株式の買取り及び売渡しによるものであります。 

  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

 普通株式(株) 221,191,443 ─ ─ 221,191,443

 第二回優先株式(株) 2,660,000 ─ ─ 2,660,000

 第三回優先株式(株) 1,750,000 ─ ─ 1,750,000

 第四回優先株式(株) 600,000 ─ ─ 600,000

合  計 226,201,443 ─ ─ 226,201,443

自己株式

 普通株式(株) 220,978 29,899 4,654 246,223

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年5月21日 
取締役会

第二回優先株式 33 12.691 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年5月21日 
取締役会

第三回優先株式 24 13.941 平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年5月21日 
取締役会

第四回優先株式 7 12.691 平成20年3月31日 平成20年6月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年5月20日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 441 2.000 平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成21年5月20日 
取締役会 

第二回優先株式 利益剰余金 35 13.463 平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成21年5月20日 
取締役会 

第三回優先株式 利益剰余金 25 14.713 平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成21年5月20日 
取締役会 

第四回優先株式 利益剰余金 8 13.463 平成21年3月31日 平成21年6月24日
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（変動事由の概要） 

１．普通株式の発行済株式総数の増加は、第二回優先株式の普通株式への転換（注）によるものであります。 

２．第二回優先株式の発行済株式総数の減少は、普通株式への転換（注）によるものであります。 

３．普通株式の自己株式の株式数の増加及び減少は、単元未満株式の買取り及び売渡しによるものでありま

す。 

４．第二回優先株式の自己株式の株式数の増加は、普通株式への転換（注）のための取得によるものであり、

減少は消却によるものであります。 

（注）ここで言う転換とは、取得請求権付種類株式である第二回優先株式の取得と引換えに普通株式を交付す

ることを表しています。 

  

 
  

 
  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

 普通株式(株) 221,191,443 17,499,999 ─ 238,691,442

 第二回優先株式(株) 2,660,000 ─ 2,660,000 ─

 第三回優先株式(株) 1,750,000 ─ ─ 1,750,000

 第四回優先株式(株) 600,000 ─ ─ 600,000

合  計 226,201,443 17,499,999 2,660,000 241,041,442

自己株式

 普通株式(株) 246,223 46,770 5,946 287,047

 第二回優先株式(株) ─ 2,660,000 2,660,000 ─

合  計 246,223 2,706,770 2,665,946 287,047

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年5月20日 
取締役会

普通株式 441 2.000 平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成21年5月20日 
取締役会

第二回優先株式 35 13.463 平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成21年5月20日 
取締役会

第三回優先株式 25 14.713 平成21年3月31日 平成21年6月24日

平成21年5月20日 
取締役会

第四回優先株式 8 13.463 平成21年3月31日 平成21年6月24日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年5月18日 
取締役会 (予定)

普通株式 利益剰余金 476 2.000 平成22年3月31日
平成22年6月18日

(予定)

平成22年5月18日 
取締役会 (予定)

第三回優先株式 利益剰余金 24 13.850 平成22年3月31日
平成22年6月18日

(予定)

平成22年5月18日 
取締役会 (予定)

第四回優先株式 利益剰余金 7 12.600 平成22年3月31日
平成22年6月18日

(予定)
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,166百万円

関係会社預け金 3,000百万円

預入期間が3か月を超える定期預
金

△69百万円

現金及び現金同等物 9,097百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 7,160百万円

関係会社預け金 4,000百万円

預入期間が3か月を超える定期預
金

△57百万円

現金及び現金同等物 11,103百万円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産１７億８４百万円は、提出会社の繰延税金資産でありま

す。 

４ 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。当連結会計年

度より、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連結会計年

度の売上高は４４７億２２百万円で、これらの変更に伴い、「化学品事業」に１０３億２３百万円、「機械事

業」に３４３億９８百万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

当連結会計年度の営業利益は７億２１百万円で、「化学品事業」に４億６７百万円、「機械事業」に２億５４

百万円が区分され、資産は４３億４２百万円で、「化学品事業」に３０億４百万円、「機械事業」に１３億３

７百万円が区分され、減価償却費は２４百万円で、「化学品事業」に６百万円、「機械事業」に１７百万円が

区分され、資本的支出は５５百万円で、「化学品事業」に１２百万円、「機械事業」に４３百万円が区分され

ることとなります。 

 また、前連結会計年度の「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１１４

億３７百万円、「機械事業」が３３３億８２百万円であり、営業利益は「化学品事業」が４億４百万円、「機

械事業」が４億５２百万円であり、資産は「化学品事業」が３１億３２百万円、「機械事業」が１３億３０百

万円であり、減価償却費は「化学品事業」が７百万円、「機械事業」が２０百万円であり、資本的支出は「化

学品事業」が５百万円、「機械事業」が１３百万円であります。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報を、当連結会計年度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。 

  

(セグメント情報)

１ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

122,978 64,628 34,398 1,010 223,016 ― 223,016

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 1,175 1,175 (1,175) ―

計 122,978 64,628 34,398 2,186 224,191 (1,175) 223,016

営業費用 119,941 62,187 34,144 2,075 218,348 (1,175) 217,173

営業利益 3,036 2,440 254 110 5,842 ― 5,842

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 39,317 10,492 1,337 1,447 52,595 1,784 54,379

  減価償却費 113 46 17 36 214 ― 214

  資本的支出 200 117 43 30 391 ― 391
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

141,635 75,617 33,382 1,462 252,097 ― 252,097

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 1,216 1,216 (1,216) ―

計 141,635 75,617 33,382 2,678 253,313 (1,216) 252,097

営業費用 138,871 72,861 32,929 2,457 247,118 (1,216) 245,902

営業利益 2,764 2,756 452 221 6,194 ― 6,194

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 44,836 21,254 1,330 1,407 68,829 3,802 72,632

  減価償却費 176 62 20 7 268 ― 268

  資本的支出 120 45 13 13 193 ― 193
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産７億８９百万円は、提出会社の繰延税金資産でありま

す。 

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

102,195 58,684 29,394 873 191,149 ―
191,149

 

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― 1,160 1,160 (1,160) ―

計 102,195 58,684 29,394 2,034 192,309 (1,160) 191,149

営業費用 99,592 56,838 29,234 1,953 187,618 (1,160) 186,458

営業利益 2,603 1,845 160 81 4,690 ― 4,690

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 41,360 12,530 932 1,489 56,314 789 57,103

  減価償却費 95 46 16 44 203 ― 203

  資本的支出 62 25 10 30 128 ― 128
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目には、提出会社の繰延税金資産を含めております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目には、提出会社の繰延税金資産を含めております。 

  

２ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

203,291 16,955 2,769 223,016 ― 223,016

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

7,739 3,196 163 11,099 (11,099) ―

計 211,031 20,152 2,932 234,116 (11,099) 223,016

営業費用 205,418 19,876 2,951 228,247 (11,073) 217,173

営業利益 
又は営業損失(△)

5,612 275 △19 5,869 (26) 5,842

Ⅱ 資産 45,594 7,695 1,189 54,479 (100) 54,379

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

176,278 13,124 1,745 191,149 ― 191,149

(2) セグメント間の
内部売上高又は振替高

5,403 3,148 111 8,663 (8,663) ―

計 181,682 16,273 1,857 199,812 (8,663) 191,149

営業費用 177,416 15,874 1,852 195,143 (8,684) 186,458

営業利益 4,265 398 4 4,669 21 4,690

Ⅱ 資産 48,959 8,637 1,135 58,731 (1,628) 57,103
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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、当連結

会計年度より、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」の当連結会計年度の海外売上高は３２９億

８百万円減少しております。また、前連結会計年度の「その他」に含まれる「中南米」の海外売上高は３３２

億３８百万円であります。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

  

３ 海外売上高

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 54,141 32,908 7,834 94,883

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 223,016

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

24.3 14.7 3.5 42.5

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 61,610 33,238 12,941 107,791

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 252,097

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

24.5 13.2 5.1 42.8

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 53,597 26,687 5,098 85,384

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 191,149

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

28.0 14.0 2.7 44.7
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（参考）連結売上高内訳

形態

 前連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

国内 72,045 32.3 57,263 29.9

輸入 56,086 25.1 48,501 25.4

輸出 51,209 23.0 46,219 24.2

海外 43,674 19.6 39,164 20.5

合計 223,016 100.0 191,149 100.0
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  （追加情報） 

   当連結会計年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業  

  会計基準委員会 企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」 

  （企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

   なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 
  
  

１ 関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 繊維・化学品等の売上及び仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３ 資金の借入・預入取引は、東レグループ・キャッシュマネジメントシステムによるもので、市場金利を勘案

した合理的な利率によっております。また、資金の借入・預入取引は日次で実行しているため、取引金額は

それぞれ 高金額を記載しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 親会社情報 

東レ㈱（㈱東京証券取引所市場第1部、㈱大阪証券取引所市場第1部、㈱名古屋証券取引所市場第  

     1部、証券会員制法人福岡証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所、ロンドン証券 

     取引所（イギリス）、ルクセンブルグ証券取引所（ルクセンブルグ）に上場） 

  

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社    東レ㈱
 東京都 
 中央区    96,937

繊維・化学

品 等 の 製

造、加工並

びに売買

(被所有) 

直接 

  50.31 

間接 

   ―

 

繊維・化学

品等の売買 

役員等の兼

任

繊維・化学

品等の売上
4,895

受取手形及

び売掛金
845

繊維・化学

品等の仕入
11,383

支払手形及

び買掛金
2,331

資金の借入 6,900     ― ―

資金の預入 6,950
関係会社 

預け金
3,000
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１ 関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等の場合に限る。)等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 繊維・化学品等の売上及び仕入については、一般取引条件と同様に決定しております。 

２ 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３ 資金の借入・預入取引は、東レグループ・キャッシュマネジメントシステムによるもので、市場金利を勘案

した合理的な利率によっております。また、資金の借入・預入取引は日次で実行しているため、取引金額は

それぞれ 高金額を記載しております。 

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 親会社情報 

東レ㈱（㈱東京証券取引所市場第1部、㈱大阪証券取引所市場第1部、㈱名古屋証券取引所市場第  

     1部、証券会員制法人福岡証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所、ロンドン証券 

     取引所（イギリス）、ルクセンブルグ証券取引所（ルクセンブルグ）に上場） 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

親会社    東レ㈱
 東京都 
 中央区    96,937

繊維・化学

品 等 の 製

造、加工並

びに売買

(被所有) 

直接 

  51.44 

間接 

   ―

 

繊維・化学

品等の売買 

役員等の兼

任

繊維・化学

品等の売上
3,422

受取手形及

び売掛金
964

繊維・化学

品等の仕入
8,649

支払手形及

び買掛金
2,439

資金の借入 2,000     ― ―

資金の預入 9,200
関係会社 

預け金
4,000
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 71.86円 １株当たり純資産額 84.74円

１株当たり当期純利益 14.31円 １株当たり当期純利益 12.46円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

12.84円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

11.92円

項目
前連結会計年度末

（平成21年３月31日）
当連結会計年度末

（平成22年３月31日）

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 18,931 21,590

普通株式に係る純資産額(百万円) 15,876 20,202

差額の主な内訳(百万円) 
 優先株式発行額 
 優先株式配当金 
 少数株主持分

2,505 
69 
479

1,175 
31 
180

普通株式の発行済株式数(千株) 221,191 238,691

普通株式の自己株式数(千株) 246 287

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

220,945 238,404

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 3,231 2,918

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円)
 優先株式配当金 69 31

普通株主に帰属しない金額（百万円） 69 31

普通株式に係る当期純利益(百万円) 3,161 2,886

普通株式の期中平均株式数(千株) 220,961 231,699

当期純利益調整額(百万円) ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株) 
 第二回優先株式 
 第三回優先株式 
 第四回優先株式

  
17,500 
11,513 
1,704

  
― 

11,513 
1,704

普通株式増加数(千株) 30,717 13,217

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含まれなかった 
潜在株式の概要

― ―
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リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計に関する注記事項

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,808 3,843

関係会社預け金 3,000 4,000

受取手形 4,061 7,281

売掛金 21,578 20,274

商品及び製品 7,908 5,989

未着商品 101 98

前渡金 91 290

前払費用 30 27

繰延税金資産 1,321 351

短期貸付金 132 51

関係会社短期貸付金 10 10

未収入金 457 1,451

未収消費税等 264 319

その他 278 286

貸倒引当金 △840 △573

流動資産合計 42,202 43,701

固定資産   

有形固定資産   

建物 134 134

減価償却累計額 △24 △37

建物（純額） 110 96

構築物 4 4

減価償却累計額 △3 △3

構築物（純額） 0 0

機械及び装置 726 756

減価償却累計額 △565 △616

機械及び装置（純額） 161 140

車両運搬具 17 17

減価償却累計額 △12 △13

車両運搬具（純額） 5 4

工具、器具及び備品 198 197

減価償却累計額 △109 △130

工具、器具及び備品（純額） 88 67

土地 14 14

有形固定資産合計 380 324

無形固定資産   

ソフトウエア 87 73

電話加入権 0 0

無形固定資産合計 87 73
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,056 2,989

関係会社株式 3,054 3,585

出資金 299 352

関係会社出資金 2,438 2,037

長期貸付金 24 8

従業員に対する長期貸付金 16 17

関係会社長期貸付金 19 30

破産更生債権等 962 978

長期前払費用 13 8

繰延税金資産 463 438

その他 523 362

貸倒引当金 △1,036 △984

投資その他の資産合計 8,836 9,825

固定資産合計 9,304 10,223

資産合計 51,506 53,924

負債の部   

流動負債   

支払手形 11,897 6,680

買掛金 16,731 20,046

未払金 820 854

未払費用 77 78

未払法人税等 36 853

前受金 390 876

預り金 3,071 3,620

賞与引当金 483 455

関係会社整理損失引当金 16 42

関係会社債務保証損失引当金 258 236

流動負債合計 33,782 33,744

固定負債   

退職給付引当金 1,028 1,039

役員退職慰労引当金 133 114

固定負債合計 1,161 1,153

負債合計 34,944 34,897
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 1,700 1,700

資本剰余金合計 1,700 1,700

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 8,737 10,766

利益剰余金合計 8,737 10,766

自己株式 △36 △40

株主資本合計 17,201 19,225

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △725 △288

繰延ヘッジ損益 85 89

評価・換算差額等合計 △639 △198

純資産合計 16,561 19,027

負債純資産合計 51,506 53,924
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 205,164 176,368

売上原価   

商品期首たな卸高 8,086 7,908

当期商品仕入高 188,580 159,398

合計 196,667 167,306

商品期末たな卸高 7,908 5,989

売上原価合計 188,758 161,317

売上総利益 16,405 15,051

販売費及び一般管理費   

運賃諸掛 1,407 1,335

販売手数料 942 922

見本費 360 297

貸倒引当金繰入額 45 102

役員報酬 181 180

給料及び手当 2,221 2,310

賞与 396 452

賞与引当金繰入額 483 417

退職給付費用 295 276

役員退職慰労引当金繰入額 44 41

福利厚生費 443 440

交際費 177 182

旅費及び交通費 763 696

通信費 208 183

支払手数料 2,197 2,222

租税公課 95 99

減価償却費 129 127

不動産賃借料 384 378

その他 330 317

販売費及び一般管理費合計 11,110 10,988

営業利益 5,294 4,063

営業外収益   

受取利息 97 82

受取配当金 170 181

為替差益 138 －

債務勘定整理益 330 196

雑収入 81 59

営業外収益合計 817 520

営業外費用   

支払利息 255 104

手形売却損 289 100

売上割引 100 92

為替差損 － 33

雑支出 77 40

営業外費用合計 723 371

経常利益 5,389 4,212
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 107 236

投資有価証券売却益 4 56

債務保証損失引当金戻入額 34 21

関係会社整理損失引当金戻入額 160 －

訴訟損失引当金戻入額 68 －

関係会社株式売却益 36 －

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 413 314

特別損失   

関係会社株式売却損 152 108

投資有価証券評価損 150 93

固定資産処分損 218 9

投資有価証券売却損 7 3

本社移転・改装費用 260 －

60周年記念費用 58 －

ゴルフ会員権評価損 31 －

特別損失合計 878 215

税引前当期純利益 4,923 4,312

法人税、住民税及び事業税 23 839

法人税等調整額 1,992 932

法人税等合計 2,015 1,772

当期純利益 2,908 2,539
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,800 6,800

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,800 6,800

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,700 1,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,700 1,700

資本剰余金合計   

前期末残高 1,700 1,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,700 1,700

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,895 8,737

当期変動額   

剰余金の配当 △65 △511

当期純利益 2,908 2,539

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 2,842 2,028

当期末残高 8,737 10,766

利益剰余金合計   

前期末残高 5,895 8,737

当期変動額   

剰余金の配当 △65 △511

当期純利益 2,908 2,539

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 2,842 2,028

当期末残高 8,737 10,766
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △33 △36

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △3

当期末残高 △36 △40

株主資本合計   

前期末残高 14,361 17,201

当期変動額   

剰余金の配当 △65 △511

当期純利益 2,908 2,539

自己株式の取得 △3 △4

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 2,839 2,024

当期末残高 17,201 19,225

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △311 △725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △414 437

当期変動額合計 △414 437

当期末残高 △725 △288

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △147 85

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 233 3

当期変動額合計 233 3

当期末残高 85 89

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △459 △639

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180 441

当期変動額合計 △180 441

当期末残高 △639 △198
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 13,902 16,561

当期変動額   

剰余金の配当 △65 △511

当期純利益 2,908 2,539

自己株式の取得 △3 △4

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180 441

当期変動額合計 2,659 2,465

当期末残高 16,561 19,027
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    該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法でありま

す。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

   事業年度末日の市場価格等に基

づく時価法であります。

  (評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は、移動平

均法により算定しております。)

(2) その他有価証券

  時価のあるもの

同左

  時価のないもの

   移動平均法による原価法であり

ます。

  時価のないもの

同左

２ デリバティブ取引の評価

基準及び評価方法

時価法であります。 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

  月次総平均法による原価法（貸借 

 対照表価額は収益性の低下に基づく 

 簿価切下げの方法により算定）を採 

 用しております。

（会計方針の変更）
   当事業年度より「棚卸資産の評価 
 に関する会計基準」（企業会計基準 
 第9号 平成18年7月5日公表分）を 
  適用しております。 
   この変更により、当事業年度の 
  損益に与える影響はありません。

        同左 

  

 

  

       ――― 

 

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

  定率法(ただし、建物(建物附属設

備を含む)については定額法)によって

おります。

 なお、主な資産の耐用年数は以下の
とおりであります

建物、構築物 ３～24年

機械及び装置 ２～10年

 

(1) 有形固定資産

        同左

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用)

については利用可能期間(５年以内)

を耐用年数とする定額法によってお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、事業年度末

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理してお

ります。

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒れの損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  賞与の支払に充てるため、翌期に

支払うことが見込まれる賞与額のう

ち、当期帰属分を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 関係会社整理損失引当金

  関係会社の事業の整理に伴う損失

に備えるため、関係会社に対する出

資金額及び債権金額等を超えて当社

が負担することとなる損失見込額を

計上しております。

(3) 関係会社整理損失引当金

同左

(4) 関係会社債務保証損失引当金

関係会社に対する債務保証に関し

て生じる損失に備えるため、当社が

負担することとなる損失見込額を計

上しております。

(4) 関係会社債務保証損失引当金

同左

(5) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき計上しておりま

す。

  なお、会計基準変更時差異につい

ては、15年による按分額を費用処理

しております。

  過去勤務債務については、発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(13年)による定額法によ

り按分した額を費用処理しておりま

す。

また、数理計算上の差異について

は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(13年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生年度の翌事

業年度から費用処理することとして

おります。

(5) 退職給付引当金

同左

(6) 役員退職慰労引当金

役員及び執行役員の退職慰労金の

支給に充てるため、内規に基づく事

業年度末要支給額を計上しておりま

す。

(6) 役員退職慰労引当金

     同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  原則、繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、振当処理の要件を

満たしている為替予約については振

当処理を採用しております。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭債権債務
及び外貨建予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

  社内管理規程に基づき、為替変 

 動リスクをヘッジしております。

(3) ヘッジ方針

        同左

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  既に経過した期間についての変動

額の累計を比較する方法によってお

ります。

  為替予約については、その締結時

に実需への振当を行っているため、

その対応関係の判定をもって有効性

の判定に代えておりますので決算日

における有効性の評価を省略してお

ります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

同左

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

 税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（損益計算書） 

   前事業年度まで営業外収益の「雑収入」に含めて表

示しておりました「債務勘定整理益」は、EDINETへの

XBRL導入に伴い内容をより明確に表示するため、当事業

年度から区分掲記することとしております。 

 なお、前事業年度の営業外収益の「雑収入」に含まれ

る「債務勘定整理益」は344百万円であります。

                       ―――
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6.【その他】

 特記すべき事項はありません。
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