
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
   

   

 
 

(％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) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 54,719 1.3 1,210 △10.7 1,267 △13.1 786 △8.5
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

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 892百万円( △6.3％) 24年３月期第１四半期 952百万円(△65.1％)

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

25年３月期第１四半期 3.15 3.13
24年３月期第１四半期 3.61 3.42

（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 ％

25年３月期第１四半期 65,310 28,827 44.0
24年３月期 67,465 28,698 42.4

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 28,730百万円 24年３月期 28,577百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 2.90 2.90
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 32.00 32.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

1.平成24年10月１日付で普通株式10株を１株に併合する予定のため、25年３月期（予想）の配当金予想は、当該株式
併合の影響を考慮しております。 
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、後述の「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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) 110,000 △0.8 2,750 △14.9 2,750 △16.7 1,800 △8.2 71.83
通期 230,000 5.6 6,300 6.5 6,300 3.0 4,000 14.4 159.33

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 注記事項

（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

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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) 25年３月期１Ｑ 250,204,599株 24年３月期 250,204,599株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 341,444株 24年３月期 336,516株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 249,866,605株 24年３月期１Ｑ 238,368,502株

※ 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
1.業績予想における「１株当たり当期純利益」は、平成24年10月１日付で普通株式及び優先株式10株を１株に併合 
する予定ですが、当連結会計年度の期首において当該株式併合が行われたと仮定し算定しております。また、平成23
年８月１日より取得請求が可能となっています第四回優先株式の転換についても当該株式併合の影響を考慮した上
で、本決算短信開示日（平成24年７月24日）以降に転換されたと仮定し、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。 
 なお、株式併合の詳細につきましては、平成24年４月23日に開示いたしました「株式併合および単元株式数の変更
の方針に関するお知らせ」及び「配当方針の変更及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
2.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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。



  

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。 

 
（注）1.第四回優先株式の転換が、平成23年８月１日より取得請求が可能となっています。普通株式への転換の状況に   

 より、25年３月期（予想）における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。 

2.平成24年10月１日付で10株を１株に併合する予定のため、25年３月期（予想）の第四回優先株式の予想配当に 

 つきましては、当該株式併合の影響を考慮しております。 

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

24年３月期 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

第四回優先株式 ― ― ― 11.00 11.10

25年３月期

第四回優先株式 ―

25年３月期（予想）

第四回優先株式 ― ― 110.50 110.50
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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、東日本大震災の復興需要等により内需が持ち直して

いるものの、景気の先行きについては、欧州の政府債務危機などを背景とする海外景気の下振れリスク、

円高の定着、電力供給の不足懸念、デフレの影響等により、不透明な状況が続いております。 

 このような状況下、当第１四半期連結累計期間の売上高は、繊維事業・機械事業が堅調に推移したこと

により、前年同期比1.3％増の547億19百万円となりましたが、利益面につきましては、化学品事業が前会

計年度に引続き中国市場の需要減速の影響を受けたこと等で、営業利益は、前年同期比10.7％減の12億10

百万円、経常利益は、前年同期比13.1％減の12億67百万円、四半期純利益は、前年同期比8.5％減の７億

86百万円となりました。 

  

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2.3％増の248億31百万円となり、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6.6％増の５億30

百万円となりました。 

当セグメントにおきましては、中国市場の需要が減速したこと等により、売上高は前年同期比6.3％

減の162億18百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比21.7％減の５億86百万円となり

ました。 

当セグメントにおきましては、中南米向け中国事業が順調に推移し、売上高は前年同期比10.6％増の

135億30百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比4.2％増の75百万円となりました。 

当セグメントにおきましては、前期末に連結子会社の１社を解散したこと等により、売上高は前年同

期比37.3％減の１億38百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比51.4％減の17百万円と

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、653億10百万円となり、前連結会計年度末に比べ21

億55百万円減少しました。これは主に当第１四半期連結累計期間における繊維事業の製品関連が生産期

である季節性により、受取手形及び売掛金が31億52百万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、364億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億

83百万円減少しました。これは主に法人税、住民税及び事業税の支払に伴い、未払法人税等が18億52百

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、288億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ１

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７億86百万円増加、配当の支払により

７億31百万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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今後のわが国経済の先行きは、依然として不透明であり、当社及びグループ企業を取り巻く事業環境

も引き続き厳しい状況であることが予想されますが、現時点では平成23年８月１日より取得請求が可能

となっている第四回優先株式の転換による普通株式数の増加を見込む「１株当たり当期純利益」の変更

を除き、平成24年４月23日に公表いたしました業績予想数値に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、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。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

蝶理㈱(8014) 平成25年3月期 第1四半期決算短信（連結）

-3- 



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,110 5,975

関係会社預け金 1,000 2,000

受取手形及び売掛金 39,058 35,906

商品及び製品 9,993 10,780

仕掛品 74 20

原材料及び貯蔵品 53 21

未着商品 212 134

繰延税金資産 419 188

その他 3,157 2,982

貸倒引当金 △45 △42

流動資産合計 60,034 57,966

固定資産   

有形固定資産 545 552

無形固定資産 67 60

投資その他の資産 6,817 6,731

固定資産合計 7,430 7,344

資産合計 67,465 65,310

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,485 29,229

短期借入金 460 592

未払法人税等 2,068 216

賞与引当金 571 349

返品調整引当金 2 2

関係会社整理損失引当金 42 42

その他 5,530 4,460

流動負債合計 37,160 34,893

固定負債   

繰延税金負債 5 2

退職給付引当金 1,266 1,273

役員退職慰労引当金 161 －

負ののれん 173 157

その他 － 157

固定負債合計 1,605 1,590

負債合計 38,766 36,483
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24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 22,355 22,404

自己株式 △44 △45

株主資本合計 30,811 30,859

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △262 △496

繰延ヘッジ損益 67 13

為替換算調整勘定 △2,037 △1,645

その他の包括利益累計額合計 △2,233 △2,128

少数株主持分 120 96

純資産合計 28,698 28,827

負債純資産合計 67,465 65,310
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 54,037 54,719

売上原価 49,209 49,939

売上総利益 4,828 4,779

販売費及び一般管理費 3,473 3,569

営業利益 1,354 1,210

営業外収益   

受取利息 16 16

受取配当金 77 97

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 33 22

雑収入 56 61

営業外収益合計 203 213

営業外費用   

支払利息 31 37

手形売却損 27 22

売上割引 26 20

持分法による投資損失 － 7

為替差損 4 28

雑支出 9 39

営業外費用合計 100 155

経常利益 1,458 1,267

特別利益   

負ののれん発生益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

投資有価証券売却損 － 3

固定資産処分損 0 3

ゴルフ会員権評価損 17 －

その他 1 －

特別損失合計 19 6

税金等調整前四半期純利益 1,440 1,260

法人税、住民税及び事業税 110 180

法人税等調整額 464 294

法人税等合計 574 475

少数株主損益調整前四半期純利益 865 785

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △1

四半期純利益 859 786

蝶理㈱(8014) 平成25年3月期 第1四半期決算短信（連結）

-6- 



 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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 865 785

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △31 △233

繰延ヘッジ損益 △53 △53

為替換算調整勘定 135 323

持分法適用会社に対する持分相当額 36 70

その他の包括利益合計 86 107

四半期包括利益 952 892

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 944 892

少数株主に係る四半期包括利益 8 0
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   該当事項はありません。 

  

  
   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 

(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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24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 

(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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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 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

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 24,831 16,218 13,530 54,580 138 54,719 ― 54,719

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― 122 122 △122 ―

計 24,831 16,218 13,530 54,580 261 54,842 △122 54,719

 セグメント利益 530 586 75 1,192 17 1,210 ― 1,210
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（役員退職慰労金制度の廃止） 

 当社は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち期

末要支給額を「役員退職慰労引当金」として計上していましたが、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、

平成24年６月13日開催の第65回定時株主総会において、役員退職慰労金を打ち切り支給することが決議

されました。これにより、当第１四半期連結会計期間において「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、

打ち切り支給額未払分157百万円については固定負債「その他」に計上しています。 

（６）追加情報
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