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(百万円未満切捨て)

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）

（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 9,293 16.6 622 71.6 770 94.6 479 80.6

23年３月期第１四半期 7,972 4.5 362 172.1 395 36.7 265 59.2

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 548百万円( ― ％) 23年３月期第１四半期  △111百万円( ― ％)

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 11 24 ―

23年３月期第１四半期 6 22 ―

（２）連結財政状態

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 43,113 29,627 66.7

23年３月期 42,100 29,335 67.7

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 28,770百万円 23年３月期 28,510百万円

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

23年３月期 ― 6 00 ― 6 00 12 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 6 00 ― 6 00 12 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) 18,700 6.4 1,000 26.0 1,150 22.0 800 15.5 18 76

通期 36,000 4.6 1,700 23.6 2,000 17.9 1,300 10.8 30 48



  

 

 

 
  

  

・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ます。なお、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、この四半期決算短信の開示時点において、

終了していません。 

  

・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、添付
資料２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・決算補足説明資料は、決算発表後すみやかに当社ホームページに掲載いたします。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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
 

 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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 43,140,999株 23年３月期 43,140,999株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 494,616株 23年３月期 492,132株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 42,647,415株 23年３月期１Ｑ 42,665,500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
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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、東日本大震災の影響により極めて甚大な被害を受

け、それまで持ち直しの動きがあった経済活動は途切れ、加えて新興国をはじめとする海外経済の成長

や円高の継続、更には電力供給悪化などにより、先行きは不透明な状況となっております。  

 このような状況のなか、当社グループは市場に新しい価値の提供と既存の枠にとらわれず常に挑戦し

続ける「挑戦と変革」を掲げ、収益拡大による成長戦略を目指しました。具体的には欧州・北米・アジ

アを 重要拠点と捉え、新規開発素材の市場導入と経営資源の積極的な投入を図りました。また生産面

においては、事業環境に対応したフレキシブル生産を推進し、グループ一丸となって利益体質の強化に

努めました。  

  以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、9,293百万円（前年同期比16.6%増）となり、営

業利益は622百万円（前年同期比71.6%増）、経常利益は770百万円（前年同期比94.6%増）、四半期純利

益は479百万円（前年同期比80.6%増）の大幅増収増益となりました。  

   

事業のセグメント別状況は以下の通りであります。 
 

［繊維事業］  

衣料ファブリック部門は、当社の得意とする高感性・高機能素材の開発と市場導入の積極的な推進に

より、ファッション衣料分野並びにスポーツ衣料分野が大幅拡大しました。特に、海外については為替

の影響を受けるも、円高抵抗力の高い商品群の新規投入と、欧州中心としたラグジュアリーブランドの

市場回復が奏功して、国際営業部の売上高が拡大し、以上の結果、前年同期比増収となりました。  

 資材ファブリック部門は、震災による自動車メーカーの減産の影響を受け、車輌分野は減少しました

が、省エネ効果の期待できる機能性ファブリックが伸張し、特にカーテン等を含むリビング分野が大幅

拡大し、更に医療・福祉分野も堅調に推移しました。以上の結果、前年同期比大幅増収となりました。

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の当事業の売上高は9,064百万円となりました。  

  

［その他の事業］ 

物流分野が順調に推移し、当第１四半期連結累計期間の当事業の売上高は228百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、「有価証券」並びに「原材料及び貯蔵品」が増

加したことなどから、前連結会計年度末に比べ1,013百万円増加し、43,113百万円となりました。 

 負債については、「支払手形及び買掛金」が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ721

百万円増加し、13,486百万円となりました。 

 純資産については、「利益剰余金」が増加したことなどから、前連結会計年度末に比べ292百万円

増加し、29,627百万円となりました。 

  

平成24年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、平成23年５月10日

公表の業績予想から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

小松精練㈱（3580）平成24年３月期　第１四半期決算短信

－2－



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）

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 6,955 7,079

受取手形及び売掛金 8,070 8,133

有価証券 5,380 5,990

商品及び製品 1,672 1,838

仕掛品 959 902

原材料及び貯蔵品 1,921 2,232

繰延税金資産 172 291

その他 335 142

貸倒引当金 △83 △50

流動資産合計 25,383 26,560

固定資産

有形固定資産 8,184 8,395

無形固定資産

のれん 78 69

その他 148 161

無形固定資産合計 226 231

投資その他の資産

投資有価証券 6,775 6,442

繰延税金資産 1,265 1,212

その他 287 283

貸倒引当金 △22 △11

投資その他の資産合計 8,305 7,926

固定資産合計 16,716 16,553

資産合計 42,100 43,113
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,515 6,965

短期借入金 310 129

未払法人税等 114 355

賞与引当金 297 160

その他の引当金 － 0

その他 1,357 1,820

流動負債合計 8,594 9,431

固定負債

退職給付引当金 3,640 3,526

役員退職慰労引当金 371 371

環境対策引当金 11 11

負ののれん 25 23

その他 120 121

固定負債合計 4,170 4,054

負債合計 12,764 13,486

純資産の部

株主資本

資本金 4,680 4,680

資本剰余金 4,720 4,720

利益剰余金 19,604 19,828

自己株式 △217 △218

株主資本合計 28,788 29,010

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △19 △10

為替換算調整勘定 △258 △230

その他の包括利益累計額合計 △277 △240

少数株主持分 824 857

純資産合計 29,335 29,627

負債純資産合計 42,100 43,113

小松精練㈱（3580）平成24年３月期　第１四半期決算短信

－4－



（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 7,972 9,293

売上原価 6,502 7,471

売上総利益 1,470 1,821

販売費及び一般管理費 1,107 1,199

営業利益 362 622

営業外収益

受取配当金 41 54

持分法による投資利益 25 57

その他 46 84

営業外収益合計 113 196

営業外費用

支払利息 1 0

為替差損 76 35

その他 1 12

営業外費用合計 80 48

経常利益 395 770

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 －

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 2 1

投資有価証券売却損 1 －

その他 － 0

特別損失合計 3 2

税金等調整前四半期純利益 393 767

法人税、住民税及び事業税 149 344

法人税等調整額 △22 △72

法人税等合計 127 272

少数株主損益調整前四半期純利益 266 495

少数株主利益 0 15

四半期純利益 265 479
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四半期連結包括利益計算書

(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 266 495

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △411 9

為替換算調整勘定 34 44

その他の包括利益合計 △377 53

四半期包括利益 △111 548

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △124 516

少数株主に係る四半期包括利益 13 32
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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) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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) 

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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）繊維事業 その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 7,747 224 7,972 ─ 7,972

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

16 378 395 △395 ─

計 7,764 603 8,367 △395 7,972

セグメント利益 339 20 360 2 362

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）繊維事業 その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 9,064 228 9,293 ─ 9,293

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

18 425 443 △443 ─

計 9,083 653 9,736 △443 9,293

セグメント利益 567 49 617 5 622

（５）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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