
 

 

 

   

 

 

 

 
  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 

 
    2.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、「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・ 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 ・ 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 51,415 30.8 1,016 35.1 1,086 48.6 2,954 412.0

22年３月期第１四半期 39,302 △38.6 752 △57.1 731 △63.3 577 △43.6

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

23年３月期第１四半期 12 .39 11 .74

22年３月期第１四半期 2 .61 2 .29

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 58,893 23,810 40.1 94 .15

22年３月期 57,103 21,590 37.5 84 .74

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 23,619百万円 22年３月期 21,409百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期 － 0 .00 － 2 .00 2 .00

23年３月期 －

23年３月期(予想) 0 .00 － 2 .00 2 .00

(注) 1.当四半期における配当予想の修正有無 ： 有 ・ 無

3. 平成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(累計)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(累計) 93,000 4.7 2,400 0.2 2,500 2.6 3,950 116.0 16 .57

通期 200,000 4.6 5,100 8.7 5,000 5.8 5,450 86.8 22 .74

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 ・ 無



 

 

 

 

 
  (注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

 上記に記載した予想数値は、平成22年４月26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７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。また、

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、四半期決算短信

（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

4. その他（詳細は【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧下さい。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有・ 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有・ 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・ 無

  ② ①以外の変更 ： 有・ 無
 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 238,691,442株 22年３月期 238,691,442株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 290,736株 22年３月期 287,047株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 238,402,489株 22年３月期１Ｑ 220,942,555株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



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

種類株式の配当の状況

年間配当金

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

22年３月期

第三回優先株式 － － － 13 .85 13 .85

第四回優先株式 － － － 12 .60 12 .60

23年３月期

第三回優先株式 －

第四回優先株式 －

23年３月期(予想)

第三回優先株式 － － 12 .91 12 .91

第四回優先株式 － － 11 .66 11 .66
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第１四半期連結会計期間の概況

(1) 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の成長に伴う輸出増加や生産の持ち
直し等により、企業収益は緩やかな回復基調にあるものの、欧州の信用不安等を背景にした円高・
株安傾向により、今後の景気動向は依然として先行き不透明な状況となりました。

このような状況の中、当第１四半期連結会計期間の売上高は前年同期比３０．８％増の５１４億
１５百万円となりました。

利益面につきましても、大幅な増収により、営業利益は前年同期比３５．１％増の１０億１６百
万円、経常利益は前年同期比４８．６％増の１０億８６百万円となりました。また、前述の増益に
加えて、連結子会社の解散決議に伴う一連の会計処理により繰延税金資産を計上したこと等によ
り、四半期純利益は前年同期比４１２．０％増の２９億５４百万円となりました。

(2)セグメント別の状況

セグメントの業績は以下のとおりです。

（繊維事業）
売上高は前年同期比２．６％増の２３１億５３百万円に留まりましたが、益率の改善・経費の削

減を進め、営業利益は前年同期比１２．８％増の３億３６百万円となりました。

（化学品事業）
基盤とする中国向け輸出の回復等により、売上高は前年同期比２８．７％増の１６８億１１百万

円となり、営業利益は前年同期比３２．５％増の５億７９百万円となりました。

（機械事業）
車輌関連事業の主たる事業地域である中南米の景気回復基調の影響等により、売上高は前年同期

比２２０．８％増の１１２億７百万円となり、営業利益は４６百万円（前年同期は営業損失１０百
万円）となりました。

（その他の事業）
売上高は前年同期比３６．７％増の２億４２百万円となり、営業利益は前年同期比１０７．７％

増の５４百万円となりました。

(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、５８８億９３百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１７億９０百万円増加しました。主な内訳は、連結子会社の解散決議に伴う一連の会計処理等によ
り繰延税金資産が２０億７４百万円増加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、３５０億８３百万円となり、前連結会計年度末に比べ４

億３０百万円減少しました。主な内訳は、法人税等の支払いにより、未払法人税等が８億１２百万
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、２３８億１０百万円となり、前連結会計年度末に比べ

２２億２０百万円増加しました。主な内訳は、四半期純利益の計上により２９億５４百万円増加、
配当金の支払いにより５億８百万円減少、投資有価証券等の時価の下落に伴い、その他有価証券評
価差額金が１億９６百万円減少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

当第１四半期連結会計期間において、連結子会社の解散決議に伴う一連の会計処理等により繰延税
金資産を計上したこと等により、平成22年４月26日に公表しました平成23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７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。
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2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

該当事項はありません。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(1) 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年
３月10日)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号
平成20年３月10日)を適用しております。 
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

(2) 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平
成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
21号 平成20年３月31日）を適用しております。 
 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,118 7,160

関係会社預け金 1,000 4,000

受取手形及び売掛金 30,685 29,636

商品及び製品 8,690 6,583

仕掛品 15 97

原材料及び貯蔵品 12 43

未着商品 87 271

繰延税金資産 1,757 349

その他 2,797 2,739

貸倒引当金 △242 △381

流動資産合計 51,923 50,499

固定資産

有形固定資産 501 510

無形固定資産 104 97

投資その他の資産 6,363 5,995

固定資産合計 6,970 6,603

資産合計 58,893 57,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,222 28,431

短期借入金 482 378

未払法人税等 106 918

賞与引当金 342 555

返品調整引当金 1 1

関係会社整理損失引当金 42 42

その他 4,368 3,673

流動負債合計 33,565 34,000

固定負債

繰延税金負債 4 0

退職給付引当金 1,126 1,098

役員退職慰労引当金 104 114

負ののれん 283 299

固定負債合計 1,517 1,512

負債合計 35,083 35,513
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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 1,700 1,700

利益剰余金 16,957 14,514

自己株式 △40 △40

株主資本合計 25,416 22,974

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △483 △287

繰延ヘッジ損益 △37 89

為替換算調整勘定 △1,276 △1,367

評価・換算差額等合計 △1,797 △1,565

少数株主持分 190 180

純資産合計 23,810 21,590

負債純資産合計 58,893 57,103
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 39,302 51,415

売上原価 35,202 46,975

売上総利益 4,100 4,440

販売費及び一般管理費 3,348 3,423

営業利益 752 1,016

営業外収益

受取利息 29 32

受取配当金 52 74

負ののれん償却額 － 15

債務勘定整理益 － 19

雑収入 57 65

営業外収益合計 139 207

営業外費用

支払利息 34 25

手形売却損 36 20

持分法による投資損失 42 2

為替差損 15 24

雑支出 31 64

営業外費用合計 160 137

経常利益 731 1,086

特別利益

貸倒引当金戻入額 129 87

投資有価証券売却益 0 5

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 130 93

特別損失

関係会社株式売却損 － 33

投資有価証券評価損 0 10

固定資産処分損 0 1

ゴルフ会員権評価損 3 －

関係会社整理損失引当金繰入額 10 －

特別損失合計 15 45

税金等調整前四半期純利益 845 1,134

法人税、住民税及び事業税 64 95

法人税等調整額 189 △1,922

法人税等合計 254 △1,827

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,961

少数株主利益 13 6

四半期純利益 577 2,954
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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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 845 1,134

減価償却費 55 46

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 △9

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72 △112

受取利息及び受取配当金 △82 △107

支払利息 34 25

為替差損益（△は益） △138 △43

持分法による投資損益（△は益） 42 2

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △5

投資有価証券評価損益（△は益） 0 10

関係会社株式売却損益（△は益） － 33

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） 5,254 △1,001

たな卸資産の増減額（△は増加） △77 △1,806

仕入債務の増減額（△は減少） △6,395 △253

未収消費税等の増減額（△は増加） △142 △384

その他の資産の増減額（△は増加） 10 204

その他の負債の増減額（△は減少） 260 550

その他 △3 △219

小計 △405 △1,909

利息及び配当金の受取額 87 90

利息の支払額 △32 △30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △61 △884

営業活動によるキャッシュ・フロー △412 △2,735

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 △48 △6

有形固定資産の売却による収入 3 1

無形固定資産の取得による支出 △9 △6

投資有価証券の取得による支出 － △24

投資有価証券の売却による収入 4 18

貸付けによる支出 △3 －

貸付金の回収による収入 19 5

その他 3 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △29 6

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） △40 103

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △408 △460

その他 0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △449 △357

現金及び現金同等物に係る換算差額 143 43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △747 △3,043

現金及び現金同等物の期首残高 9,097 11,103

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 4

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,349 8,065
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  当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22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 

  

前第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 

  

(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

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

【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

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。 

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

１.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

 当社は事業の種類別に部門を配置し、各部門は事業の種類別に国内及び海外の包括的な戦略を立案

し、事業展開しております。 

 従って、当社は部門を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されており、「繊維事業」、

「化学品事業」及び「機械事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「繊維事業」は主に化・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」は主に有機化学品、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」は主に車輌、機械及び関連資材を

取り扱っております。 

  

【海外売上高】

アジア 中南米 その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 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

【セグメント情報】
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２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 報告セグメント及びその他の事業セグメントのセグメント利益の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益

と一致しております。 

２ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報・通信機器、不動産の取扱及

び各種役務提供等を含んでおります。 

  

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

  

  

  当第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

   該当事項はありません。 

  

報告セグメント
その他

  
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

四半期連結
損益計算書
計上額 
(百万円)

繊維事業 
(百万円)

化学品事業
(百万円)

機械事業
(百万円)

計
(百万円)

 売上高

外部顧客に対する
売上高

23,153 16,811 11,207 51,172 242 ― 51,415

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― 323 (323) ―

計 23,153 16,811 11,207 51,172 566 (323) 51,415

セグメント利益 336 579 46 962 54 ― 1,016

(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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  当第１四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

（子会社の解散及び清算） 

当社は、平成22年７月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社蝶理コムよ

り事業の全部を譲受けるため、同日付で事業譲渡契約を締結致しました（平成22年７月26日発効）。

同社は事業譲渡に関する事務終了後、解散及び清算する予定となっております。 

  

１.事業譲受け並びに解散の理由 

株式会社蝶理コムは当社の基幹システムの安定的運用と効率的運用を目的に分社化し、その任にあ

たっておりましたが、当該目的を達したことより当社が事業の全部を譲受け、同社を解散することと

致しました。 

  

２.株式会社蝶理コムの概要 

（１) 本店所在地 大阪市中央区淡路町一丁目７番３号 

（２) 代表者 川勝 敏郎 

（３) 主な事業内容 情報・システムサービス業及び企画・統括 

（４) 資本金 １００百万円 

（５) 主な株主構成 蝶理株式会社 １００％ 

（６) 近四半期会計期間における状況 

（平成２２年６月期） 

売上高      １４７百万円 

四半期純利益     ９百万円 

総資産合計  １，１５０百万円 

負債合計      ５９百万円 

  

３.日程 

平成22年７月26日    事業譲渡ならびに解散および清算の決議（当社および 

            株式会社蝶理コム） 

            事業譲渡契約締結 

            株式会社蝶理コムの清算手続きならびに事業譲渡の開始 

平成22年10月末(予定）  株式会社蝶理コムの清算結了   

  （注） 本事業譲渡は、会社法第468条第２項に定める「簡易事業譲受け」ならびに同法第468条第  

     １項に定める「略式事業譲渡」の規定により、当社および株式会社蝶理コムにおいて事業譲 

     渡契約に関する株主総会の承認を得ることなく行う予定です。 

  

４.当該解散及び清算による損失見込額 

当該子会社の解散による損失見込額が当社の連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

５.当該解散及び清算が営業活動等へ及ぼす重要な影響 

当該子会社の解散によって当社の営業活動等に与える影響は軽微であります。 

  

(7) 重要な後発事象に関する注記
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