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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 54,037 5.1 1,354 33.3 1,458 34.2 859 △70.9
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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 952百万円 （△65.1％） 23年3月期第1四半期 2,730百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.61 3.42
23年3月期第1四半期 12.39 11.74

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 61,037 26,255 42.7
23年3月期 64,390 25,826 39.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  26,079百万円 23年3月期  25,645百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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、後述の「種類株式の
配当の状況」をご覧下さい。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年3月期 ―
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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 115,000 8.6 2,900 15.4 2,900 13.2 1,700 △54.8 7.02
通期 230,000 3.6 5,800 12.0 5,800 8.6 3,400 △36.7 13.79



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想における「１株当たり当期純利益」は、平成23年８月１日より普通株式への転換が開始される第三回優先株式及び第四回優先株式の取得請求に伴う
普通株式増加数を考慮した普通株式の期中平均株式数に基づき算定しております。 
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）３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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 238,691,442 株 23年3月期 238,691,442 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 323,515 株 23年3月期 322,295 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 238,368,502 株 23年3月期1Q 238,402,489 株



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。

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 

―　 ―　 ―　 12.91 12.91

―　 ―　 ―　 11.66 11.66

―　

―　

―　 ―　 12.35 12.35

―　 ―　 11.10 11.10

（注）第三回優先株式及び第四回優先株式の転換が平成23年８月１日より開始されます。普通株式への転換の状況により24年３月期（予想）

　　　における第三回優先株式及び第四回優先株式の配当金総額が変動する場合があります。なお、ここで言う転換とは、取得請求権付

　　　種類株式であるこれらの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。

第三回優先株式

第四回優先株式

年間配当金

24年3月期

第四回優先株式

24年3月期(予想）

第三回優先株式

第四回優先株式

23年3月期

第三回優先株式
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災によ

り、個人消費や企業の生産活動・輸出の減少、電力供給の制約やサプライチェーン立て直しの遅れ、原子

力災害及び原油価格上昇等の影響を受け、厳しい状態で推移してまいりました。            

 このような状況の中、重点施策である開発推進や機能のある取引へのシフトにより、当第１四半期連結

累計期間の売上高は、前年同期比5.1％増の540億37百万円、営業利益は、前年同期比33.3％増の13億54百

万円、経常利益は、前年同期比34.2％増の14億58百万円となりました。四半期純利益は、前年同期に連結

子会社の解散に伴う一連の会計処理によって繰延税金資産を計上したことによる四半期純利益の大幅増加

もあり、前年同期比70.9％減の８億59百万円となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、売上高は前年同期比4.8％増の242億71百万円となり、セグメント利益

（営業利益）は増収効果に加え益率の改善と経費の効率的な執行により、前年同期比47.9％増の４億97

百万円となりました。 

当セグメントにおきましては、堅調な中国事業に支えられ、売上高は前年同期比3.0％増の173億10百

万円となり、セグメント利益（営業利益）は高機能商材の取扱拡大等による益率向上により、前年同期

比29.2％増の７億48百万円となりました。 

当セグメントにおきましては、車輌関連事業の主とする中南米事業が堅調に推移し、売上高は前年同

期比9.2％増の122億35百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比56.5％増の72百万円と

なりました。 

当セグメントにおきましては、連結子会社の１社解散により、売上高は前年同期比9.1％減の２億20

百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比35.2％減の35百万円となりました。 

  

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、610億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ33

億53百万円減少しました。これは主に受取手形及び売掛金が25億13百万円減少したことによるものであ

ります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、347億82百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億

81百万円減少しました。これは主に支払手形及び買掛金が40億29百万円減少したことによるものであり

ます。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、262億55百万円となり、前連結会計年度末に比べ４

億29百万円増加しました。これは主に四半期純利益の計上により８億59百万円増加、配当の支払により

５億６百万円減少したことによるものであります。 

１．当四半期決算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

① 繊維事業

② 化学品事業

③ 機械事業

④ その他

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成24年３月期の連結業績予想については、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することにしておりましたが、現時点において入手可能な情報や予想等に基

づき、第２四半期累計期間および通期の業績予想を新たに記載しております。 

 詳細につきましては、本日（平成23年７月25日）別途開示いたしました「業績予想に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,906 5,503

関係会社預け金 3,000 1,000

受取手形及び売掛金 35,189 32,676

商品及び製品 9,448 11,119

仕掛品 57 22

原材料及び貯蔵品 16 12

未着商品 168 100

繰延税金資産 786 364

その他 3,672 3,546

貸倒引当金 △74 △62

流動資産合計 58,171 54,285

固定資産

有形固定資産 534 526

無形固定資産 86 78

投資その他の資産 5,598 6,145

固定資産合計 6,219 6,751

資産合計 64,390 61,037

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 31,883 27,854

短期借入金 271 383

未払法人税等 204 132

賞与引当金 503 309

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 4,132 4,552

流動負債合計 37,038 33,275

固定負債

繰延税金負債 3 3

退職給付引当金 1,168 1,159

役員退職慰労引当金 116 123

負ののれん 236 220

固定負債合計 1,524 1,507

負債合計 38,563 34,782
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 19,373 19,722

自己株式 △43 △43

株主資本合計 27,830 28,178

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △344 △376

繰延ヘッジ損益 56 2

為替換算調整勘定 △1,896 △1,726

その他の包括利益累計額合計 △2,184 △2,099

少数株主持分 181 175

純資産合計 25,826 26,255

負債純資産合計 64,390 61,037
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 51,415 54,037

売上原価 46,975 49,209

売上総利益 4,440 4,828

販売費及び一般管理費 3,423 3,473

営業利益 1,016 1,354

営業外収益

受取利息 32 16

受取配当金 74 77

持分法による投資利益 － 3

負ののれん償却額 15 15

債務勘定整理益 19 33

雑収入 65 56

営業外収益合計 207 203

営業外費用

支払利息 25 31

手形売却損 20 27

売上割引 23 26

持分法による投資損失 2 －

為替差損 24 4

雑支出 41 9

営業外費用合計 137 100

経常利益 1,086 1,458

特別利益

負ののれん発生益 － 1

貸倒引当金戻入額 87 －

投資有価証券売却益 5 －

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 93 1

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 17

固定資産処分損 1 0

関係会社株式売却損 33 －

投資有価証券評価損 10 －

その他 － 1

特別損失合計 45 19

税金等調整前四半期純利益 1,134 1,440

法人税、住民税及び事業税 95 110

法人税等調整額 △1,922 464

法人税等合計 △1,827 574

少数株主損益調整前四半期純利益 2,961 865

少数株主利益 6 6

四半期純利益 2,954 859
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四半期連結包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,961 865

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △196 △31

繰延ヘッジ損益 △127 △53

為替換算調整勘定 76 135

持分法適用会社に対する持分相当額 16 36

その他の包括利益合計 △231 86

四半期包括利益 2,730 952

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,722 944

少数株主に係る四半期包括利益 7 8
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  当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

   該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第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) 

１．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 

(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、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．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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

(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、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．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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
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 23,153 16,811 11,207 51,172 242 51,415 ― 51,415

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― 323 323 △323 ―

計 23,153 16,811 11,207 51,172 566 51,738 △323 51,415

 セグメント利益 336 579 46 962 54 1,016 ― 1,016

報告セグメント
その他
(注)１

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
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 24,271 17,310 12,235 53,817 220 54,037 ― 54,037

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― 133 133 △133 ―

計 24,271 17,310 12,235 53,817 353 54,171 △133 54,037

 セグメント利益 497 748 72 1,319 35 1,354 ― 1,354
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  当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

   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23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

   該当事項はありません。 

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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