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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 222,074 16.2 5,177 10.4 5,343 13.0 5,372 84.1
22年3月期 191,149 △14.3 4,690 △19.7 4,728 △21.4 2,918 △9.7

（注）包括利益 23年3月期 4,758百万円 （34.1％） 22年3月期 3,548百万円 （―％）

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 円銭  ％％％銭

23年3月期 22.41 21.35 22.8 8.8 2.3
22年3月期 12.46 11.92 14.6 8.5 2.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  11百万円 22年3月期  △70百万円

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

23年3月期 64,390 25,826 39.8 102.54
22年3月期 57,103 21,590 37.5 84.74

（参考） 自己資本   23年3月期  25,645百万円 22年3月期  21,409百万円

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

23年3月期 △1,098 △295 △623 8,837
22年3月期 3,612 △530 △1,113 11,103

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、後述の「種類株式
の配当の状況」をご覧下さい。 
なお、平成24年3月期の連結業績予想における1株当たり当期純利益が未確定であるため、24年3月期（予想）における配当性向（連結）は記載しておりません。

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 476 16.1 2.6
23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 476 8.9 2.1
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 2.00 2.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

平成24年3月期の連結業績予想については、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による当社及び取引先への影響を精査の上、確定次第速やかに
発表いたします。 



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） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、（添付資料）14ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 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 322,295 株 22年3月期 287,047 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 238,390,507 株 22年3月期 231,699,360 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 204,734 16.1 4,481 10.3 4,751 12.8 5,311 109.2
22年3月期 176,368 △14.0 4,063 △23.3 4,212 △21.8 2,539 △12.7

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

23年3月期 22.15 21.11
22年3月期 10.83 10.37

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 60,646 23,738 39.1 94.53
22年3月期 53,924 19,027 35.3 74.75

（参考） 自己資本 23年3月期  23,738百万円 22年3月期  19,027百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24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 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ―
通期 ― ― ― ― ― ― ―

平成24年3月期の個別業績予想については、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の当社及び取引先への影響を精査の上、確定次第速やかに発表
いたします。 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続を実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、（添付資料）2ページ「経営成績に関する分析」をご覧下さい。 



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年間配当金の内訳および配当金総額は以下のとおりです。
配当金総額

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計 （合計）
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円

―　 ― ― 13.85 13.85 24
―　 ― ― 12.60 12.60 7

―　 ― ― 12.91 12.91 22
―　 ― ― 11.66 11.66 6

―　 ― ― 12.35 12.35 21
―　 ― ― 11.10 11.10 6

年間配当金

22年3月期

第三回優先株式
第四回優先株式

第三回優先株式
第四回優先株式

24年3月期(予想）

23年3月期
第三回優先株式
第四回優先株式
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 当連結会計年度におけるわが国経済は、成長軌道にある新興国向け輸出の増加等を背景に企業収益は

緩やかな回復基調にありましたが、円高の進行やエコカー補助金等の景気刺激策の段階的終了などの影

響を受け、景気の先行き不透明感は払拭されないまま推移してまいりました。 

  

 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１６．２％増の２，２２０億円となり

ました。利益面につきましても、営業利益は前年同期比１０．４％増の５１億７７百万円、経常利益は

前年同期比１３．０％増の５３億４３百万円、当期純利益は前年同期比８４．１％増の５３億７２百万

円となりました。 

 また、当連結会計年度においても、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、中期経営計画「躍進２０１０」（２００９年度～２０１０年度までの2ヵ年

計画）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、２０１０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８．３％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。 

  

  

 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２．８％増の１，０５０億円となりましたが、中国での生産コスト増加の影響も

あり、営業利益は前年同期比１．８％減の２５億５５百万円となりました。 

（化学品事業） 

 基盤とする中国事業の回復等により、売上高は前年同期比１４．０％増の６６９億円となり、営業利

益は前年同期比１８．９％増の２１億９４百万円となりました。 

（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６

７．０％増の４９０億円となり、営業利益は前年同期比１１０．６％増の３億３７百万円となりまし

た。 

（その他） 

 売上高は前年同期比１３．７％増の９億円となり、営業利益は前年同期比９．９％増の８９百万円と

なりました。 

  

 わが国経済の見通しにつきましては、東日本大震災の復興の見通しや日本経済に与える影響等によ

り、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。  

 なお、平成24年3月期の連結業績予想及び個別業績予想については、平成23年3月11日に発生した東日

本大震災の当社及び取引先への影響を精査の上、確定次第速やかに発表いたします。 

  

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、６４３億９０百万円となり、前連結会計年度末に比べ７２億８

７百万円増加しました。主な内訳は、受取手形及び売掛金が５５億５３百万円増加、商品及び製品が２

８億６５百万円増加、関係会社預け金が１０億円減少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、３８５億６３百万円となり、前連結会計年度末に比べ３０億５０

百万円増加しました。主な内訳は、支払手形及び買掛金が３４億５２百万円増加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、２５８億２６百万円となり、前連結会計年度末に比べ４２億３

６百万円増加しました。主な内訳は、当期純利益の計上により５３億７２百万円増加、配当の支払によ

り５億８百万円減少、円高の影響等によりその他の包括利益累計額が６億１９百万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２２億６６百万円減少し、当連結会計年度末には、８８億３７百万円となりました。  

 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減少は１０億９８百万円（前年同期は３６億１２百万円の資金の増加）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５２億９２百万円、仕入債務の増加額３７億８５

百万円です。支出の主な内訳は、売上債権の増加額５９億３０百万円、たな卸資産の増加額２７億７２

百万円、法人税等の支払額１４億２７百万円によるものです。 

（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２億９５百万円（前年同期は５億３０百万円の資金の減少）となりまし

た。これは、主に有形固定資産の取得による支出１億５２百万円、投資有価証券の取得による支出１億

２３百万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６億２３百万円（前年同期は１１億１３百万円の資金の減少）となりま

した。これは、主に配当の支払額５億６百万円によるものです。 

  

(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 
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(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。 

  

 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。 

  

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 平成23年３月期

自己資本比率 30.4% 22.9% 33.9% 37.5% 39.8%

時価ベースの自己資本比率 55.1% 29.8% 39.4% 46.8% 36.6%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

296.2% 11.9% －% 10.5% －%

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

0.9 19.5 － 42.0 －

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社及びグループ企業は、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

価値を増大することを目指してまいります。 

  

当社及びグループ企業は、経常利益の拡大と、経営環境の変化並びにこれまで策定した中期経営計画

を踏まえＲＯＡ（連結総資産当期純利益率）を安定して高めていくことを目標としております。 

  

「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、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。 

  

２．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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３．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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,160 5,906

関係会社預け金 4,000 3,000

受取手形及び売掛金 29,636 35,189

商品及び製品 6,583 9,448

仕掛品 97 57

原材料及び貯蔵品 43 16

未着商品 271 168

繰延税金資産 349 786

その他 2,739 3,672

貸倒引当金 △381 △74

流動資産合計 50,499 58,171

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 188 204

減価償却累計額 △60 △68

建物及び構築物（純額） 128 135

機械装置及び運搬具 927 874

減価償却累計額 △736 △638

機械装置及び運搬具（純額） 190 236

工具、器具及び備品 505 411

減価償却累計額 △339 △275

工具、器具及び備品（純額） 165 136

土地 25 25

有形固定資産合計 510 534

無形固定資産 97 86

投資その他の資産

投資有価証券 3,186 2,990

長期貸付金 85 44

繰延税金資産 440 518

その他 3,274 2,950

貸倒引当金 △991 △905

投資その他の資産合計 5,995 5,598

固定資産合計 6,603 6,219

資産合計 57,103 64,390
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 28,431 31,883

短期借入金 378 271

未払法人税等 918 204

賞与引当金 555 503

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 3,673 4,132

流動負債合計 34,000 37,038

固定負債

繰延税金負債 0 3

退職給付引当金 1,098 1,168

役員退職慰労引当金 114 116

負ののれん 299 236

固定負債合計 1,512 1,524

負債合計 35,513 38,563

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 14,514 19,373

自己株式 △40 △43

株主資本合計 22,974 27,830

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △287 △344

繰延ヘッジ損益 89 56

為替換算調整勘定 △1,367 △1,896

その他の包括利益累計額合計 △1,565 △2,184

少数株主持分 180 181

純資産合計 21,590 25,826

負債純資産合計 57,103 64,390
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

 連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 191,149 222,074

売上原価 172,881 203,255

売上総利益 18,267 18,818

販売費及び一般管理費 13,576 13,641

営業利益 4,690 5,177

営業外収益

受取利息 98 96

受取配当金 81 106

持分法による投資利益 － 11

負ののれん償却額 15 62

債務勘定整理益 196 144

雑収入 123 184

営業外収益合計 514 605

営業外費用

支払利息 96 93

手形売却損 120 90

売上割引 92 85

持分法による投資損失 70 －

為替差損 45 59

雑支出 51 108

営業外費用合計 477 439

経常利益 4,728 5,343

特別利益

貸倒引当金戻入額 221 291

投資有価証券売却益 56 17

固定資産売却益 0 2

関係会社株式売却益 60 －

特別利益合計 339 312

特別損失

投資有価証券評価損 93 266

災害による損失 － 34

関係会社株式売却損 21 33

固定資産処分損 24 15

ゴルフ会員権評価損 3 12

投資有価証券売却損 3 0

特別損失合計 146 363

税金等調整前当期純利益 4,920 5,292

法人税、住民税及び事業税 991 341

法人税等調整額 977 △431

法人税等合計 1,968 △89

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,382

少数株主利益 32 10

当期純利益 2,918 5,372
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 － 5,382

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △57

繰延ヘッジ損益 － △32

為替換算調整勘定 － △419

持分法適用会社に対する持分相当額 － △114

その他の包括利益合計 － ※2 △624

包括利益 － ※1 4,758

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － 4,752

少数株主に係る包括利益 － 5
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 12,113 14,514

当期変動額

剰余金の配当 △511 △508

当期純利益 2,918 5,372

自己株式の処分 △0 △0

その他 △5 △4

当期変動額合計 2,401 4,859

当期末残高 14,514 19,373

自己株式

前期末残高 △36 △40

当期変動額

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 △40 △43

株主資本合計

前期末残高 20,577 22,974

当期変動額

剰余金の配当 △511 △508

当期純利益 2,918 5,372

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 0

その他 △5 △4

当期変動額合計 2,397 4,855

当期末残高 22,974 27,830
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △729 △287

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 442 △57

当期変動額合計 442 △57

当期末残高 △287 △344

繰延ヘッジ損益

前期末残高 85 89

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △32

当期変動額合計 3 △32

当期末残高 89 56

為替換算調整勘定

前期末残高 △1,481 △1,367

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 114 △528

当期変動額合計 114 △528

当期末残高 △1,367 △1,896

その他の包括利益累計額合計

前期末残高 △2,125 △1,565

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 560 △619

当期変動額合計 560 △619

当期末残高 △1,565 △2,184

少数株主持分

前期末残高 479 180

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △299 0

当期変動額合計 △299 0

当期末残高 180 181

純資産合計

前期末残高 18,931 21,590

当期変動額

剰余金の配当 △511 △508

当期純利益 2,918 5,372

自己株式の取得 △4 △3

自己株式の処分 0 0

その他 △5 △4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 261 △618

当期変動額合計 2,658 4,236

当期末残高 21,590 25,826
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23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 4,920 5,292

減価償却費 231 180

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22 71

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △352 △392

受取利息及び受取配当金 △179 △202

支払利息 96 93

為替差損益（△は益） △37 270

持分法による投資損益（△は益） 70 △11

ゴルフ会員権評価損 3 12

投資有価証券売却損益（△は益） △52 △17

投資有価証券評価損益（△は益） 93 266

関係会社株式売却損益（△は益） △38 33

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） 25 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,069 △5,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,010 △2,772

仕入債務の増減額（△は減少） △1,099 3,785

未収消費税等の増減額（△は増加） △49 △477

その他の資産の増減額（△は増加） △575 △113

その他の負債の増減額（△は減少） 633 461

その他 50 △331

小計 3,686 220

利息及び配当金の受取額 189 206

利息の支払額 △86 △98

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △176 △1,427

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,612 △1,098

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 △128 △152

有形固定資産の売却による収入 19 4

無形固定資産の取得による支出 △31 △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 △123

投資有価証券の売却による収入 240 32

貸付けによる支出 △21 △12

貸付金の回収による収入 147 31

その他 △38 △41

投資活動によるキャッシュ・フロー △530 △295
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３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） △592 △106

自己株式の取得による支出 △4 △3

配当金の支払額 △508 △506

その他 △7 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,113 △623

現金及び現金同等物に係る換算差額 38 △253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,006 △2,271

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期末残高 11,103 8,837
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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

（６）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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――― (1) 「持分法に関する会計基準」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」の適用

当連結会計年度より、「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日公表

分)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、連結決算上必要な修正を行っておりま

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) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より、「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。

(3) 「企業結合に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基

準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準

第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に

係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号

平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、

「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号

平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適

用しております。 
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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年6月

30日）を適用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合

計」の前連結会計年度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載

しております。 

  

※1  当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

※2  当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 
  

  

  

  

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

――― (連結損益計算書) 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第

22号 平成20年12月26日）に基づく、「財務諸表等規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年3月24日 内

閣府令第５号）の適用に伴い、当連結会計年度より「少

数株主損益調整前当期純利益」の科目を表示しておりま

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。

―――

（７）連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 3,479百万円

少数株主に係る包括利益 68  〃  

計 3,548百万円

その他有価証券評価差額金 442百万円

繰延ヘッジ損益 3  〃  

為替換算調整勘定 118  〃  

持分法適用会社に対する持分相当額 31  〃  

計 596百万円
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前連結会計年度(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。 

  

(セグメント情報等)

(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

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。 

  

前連結会計年度(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。 

  

(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

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

(海外売上高)

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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（追加情報） 

当連結会計年度より「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。 

  

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。 

  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。 

  

(セグメント情報)

１.報告セグメントの概要

２.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
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前連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「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）等に準拠した場合と同

様の情報が開示されているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

(単位：百万円)

 
(注) １ 「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。 

２ 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、連結損益計算書の営業利益と一致

しております。 

３ セグメント資産のうち、調整額の項目に含めた全社資産1,322百万円は、提出会社の繰延税金資産でありま

す。 

  

３.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)３

連結
財務諸表 
計上額 
(注)２

繊維事業 化学品事業 機械事業 計

 売上高

外部顧客への売上高 105,089 66,913 49,077 221,080 993 222,074 ― 222,074

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― 695 695 (695) ―

計 105,089 66,913 49,077 221,080 1,689 222,769 (695) 222,074

 セグメント利益 2,555 2,194 337 5,087 89 5,177 ― 5,177

 セグメント資産 44,507 14,739 3,408 62,655 412 63,068 1,322 64,390

 その他の項目

 減価償却費 83 45 25 154 12 167 ― 167

 持分法適用会社への 
 投資額

277 939 62 1,279 71 1,351 ― 1,351

 有形固定資産及び無形 
 固定資産の増加額

89 56 33 179 8 188 ― 188
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

(1) 売上高 

 
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国ごとに分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

 
  

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 （単位：百万円） 

 
  

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(関連情報)

１.製品及びサービスごとの情報

２.地域ごとの情報

(単位：百万円)

日本 中国 チリ その他 合計

111,235 41,124 31,859 37,853 222,074

(単位：百万円)

日本 中国 その他 合計

412 70 51 534

３.主要な顧客ごとの情報

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結

財務諸表 
計上額繊維事業 化学品事業 機械事業 計

 （負ののれん）

 当期償却額 62 ― ― 62 ― 62 ― 62

 当期末残高 236 ― ― 236 ― 236 ― 236

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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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21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

１株当たり純資産額 84.74円 １株当たり純資産額 102.54円

１株当たり当期純利益 12.46円 １株当たり当期純利益 22.41円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

11.92円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

21.35円

項目
前連結会計年度末

（平成22年３月31日）
当連結会計年度末

（平成23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) 21,590 25,826

普通株式に係る純資産額(百万円) 20,202 24,441

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

1,175 
31 
180

1,175 
29 
181

普通株式の発行済株式数(千株) 238,691 238,691

普通株式の自己株式数(千株) 287 322

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)

238,404 238,369

項目
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 2,918 5,372

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 31 29

普通株主に帰属しない金額（百万円） 31 29

普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,886 5,342

普通株式の期中平均株式数(千株) 231,699 238,390

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) 
 第三回優先株式 
 第四回優先株式

  
11,513 
1,704

  
11,513 
1,704

普通株式増加数(千株) 13,217 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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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日)

当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日)
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