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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第３四半期 65,486 △1.5 8,338 26.2 8,624 32.2 4,166 5.5

27年３月期第３四半期 66,501 6.4 6,606 36.3 6,524 34.6 3,949 51.1
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 3,446百万円(△49.5％) 27年３月期第３四半期 6,821百万円( 29.4％)
　

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

28年３月期第３四半期 20.92 －

27年３月期第３四半期 19.82 －
　

　

（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 ％

28年３月期第３四半期 146,088 75,654 51.2

27年３月期 145,995 73,228 49.6
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 74,807百万円 27年３月期 72,385百万円
　

　

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

27年３月期 － 0.00 － 5.00 5.00

28年３月期 － 0.00 －

28年３月期(予想) － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
平成28年３月期の配当予想につきましては、未定であります。
　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 85,000 △5.8 9,500 6.9 9,500 9.7 4,500 △1.9 22.59
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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 ： 有

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) 28年３月期３Ｑ 247,677,560株 27年３月期 247,677,560株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 48,466,876株 27年３月期 48,446,317株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 199,220,120株 27年３月期３Ｑ 199,273,764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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
(将来に関する記述等についてのご注意)
１．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「１. 当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想
などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
２．平成28年３月期の配当予想額につきましては、業績動向等を勘案した上で、開示が可能となり次第速やかに
開示いたします。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産が弱含んでおり、個人消費や設備投資も依然力

強さが欠ける状況となっています。また、米国経済は回復基調にありますが、アジア経済に弱さが見られるなど、

世界経済の先行き不透明な状況も続きました。さらに、円安等により原材料費の負担も増加しました。

　繊維事業は、衣料品消費の低迷が続くなか、コストダウンや新商品の開発などに努めました。

　原繊材事業は、強化プラスチック用途や電子材料用途の高付加価値品を中心とした堅調な需要に対応しました。

　機能材事業は、スマートフォンや通信インフラなどの需要に対応し、電子材料用途や産業資材用途向けのガラ

スクロス製品の安定供給に努めました。

　設備材事業は、産業用途・建築土木用途向けのグラスファイバー・グラスウール製品の販売に注力しました。

　環境・ヘルス事業は、メディカル分野及び飲料分野等で販路拡大を進めました。

　その他の事業は、不動産・サービス事業などの収益確保に取り組みました。

　この結果、日東紡グループの売上高は654億86百万円（前年同四半期比1.5％の減収）、営業利益は83億38百万円

（前年同四半期比26.2％の増益）、経常利益は86億24百万円（前年同四半期比32.2％の増益）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は41億66百万円（前年同四半期比5.5％の増益）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,460億88百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円増加

しました。主な要因は、投資有価証券の増加などであります。

　負債は704億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億33百万円減少しました。主な要因は、退職給付に係

る負債の減少などであります。

　純資産は756億54百万円となり、自己資本比率は51.2％と前連結会計年度末に比べ1.6ポイント上昇しました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第３四半期連結累計期間は、原繊材事業を中心に高付加価値品の堅調な需要に対応し、減収ながら営業利

益・経常利益ともに増加しました。足元ではアジア経済に弱さがみられること等を踏まえ、平成28年３月期通期

の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

前回発表予想(A)
百万円

90,000
百万円

8,000
百万円

8,000
百万円

4,500
円 銭

22.59

今回修正予想(B) 85,000 9,500 9,500 4,500 22.59

増減額(B)-(A) △5,000 1,500 1,500 － －

増減率(％) △5.6 18.8 18.8 － －

前期通期実績
(平成27年３月期)

90,223 8,885 8,658 4,588 23.03
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13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25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25

年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非

支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。
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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)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 15,722 15,276

受取手形及び売掛金 26,399 27,180

商品及び製品 5,788 5,016

仕掛品 2,693 2,455

原材料及び貯蔵品 14,502 14,316

繰延税金資産 2,279 1,579

その他 2,006 1,074

貸倒引当金 △28 △31

流動資産合計 69,363 66,868

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 14,126 13,321

機械装置及び運搬具（純額） 8,501 9,478

土地 18,696 17,421

リース資産（純額） 4,784 4,248

建設仮勘定 883 906

その他（純額） 609 516

有形固定資産合計 47,601 45,892

無形固定資産 2,112 1,958

投資その他の資産

投資有価証券 23,282 28,175

退職給付に係る資産 221 221

繰延税金資産 2,019 1,451

その他 1,438 1,557

貸倒引当金 △44 △36

投資その他の資産合計 26,917 31,369

固定資産合計 76,631 79,220

資産合計 145,995 146,088
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,759 10,123

短期借入金 4,953 5,246

1年内返済予定の長期借入金 9,289 8,423

リース債務 669 674

未払法人税等 510 476

賞与引当金 1,342 518

その他 7,962 7,046

流動負債合計 33,487 32,510

固定負債

長期借入金 14,311 14,340

リース債務 4,792 4,347

修繕引当金 4,575 4,819

退職給付に係る負債 13,937 12,741

その他 1,662 1,675

固定負債合計 39,279 37,923

負債合計 72,767 70,433

純資産の部

株主資本

資本金 19,699 19,699

資本剰余金 23,107 23,107

利益剰余金 30,893 34,064

自己株式 △8,939 △8,950

株主資本合計 64,760 67,920

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8,025 7,431

為替換算調整勘定 1,708 1,353

退職給付に係る調整累計額 △2,109 △1,898

その他の包括利益累計額合計 7,624 6,886

非支配株主持分 843 847

純資産合計 73,228 75,654

負債純資産合計 145,995 146,088
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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３四半期連結累計期間)

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 66,501 65,486

売上原価 45,842 43,425

売上総利益 20,658 22,060

販売費及び一般管理費 14,052 13,722

営業利益 6,606 8,338

営業外収益

受取利息 11 12

受取配当金 398 424

持分法による投資利益 41 －

受取賃貸料 63 62

為替差益 456 202

その他 152 148

営業外収益合計 1,124 849

営業外費用

支払利息 335 306

退職給付会計基準変更時差異の処理額 335 －

その他 535 257

営業外費用合計 1,206 563

経常利益 6,524 8,624

特別利益

関係会社株式売却益 － 182

その他 － 28

特別利益合計 － 211

特別損失

固定資産処分損 76 120

減損損失 － 1,938

段階取得に係る差損 417 －

その他 － 108

特別損失合計 494 2,167

税金等調整前四半期純利益 6,029 6,668

法人税、住民税及び事業税 806 1,173

法人税等調整額 1,242 1,309

法人税等合計 2,049 2,483

四半期純利益 3,980 4,185

非支配株主に帰属する四半期純利益 30 18

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,949 4,166
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(四半期連結包括利益計算書)
(第３四半期連結累計期間)

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 3,980 4,185

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,543 △594

為替換算調整勘定 495 △354

退職給付に係る調整額 426 211

持分法適用会社に対する持分相当額 377 －

その他の包括利益合計 2,841 △738

四半期包括利益 6,821 3,446

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,791 3,428

非支配株主に係る四半期包括利益 30 18
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

　該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

　該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

前第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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)

繊維事業 原繊材事業 機能材事業 設備材事業
環境・

ヘルス事業
その他
(注)１

調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

売上高

外部顧客への
売上高

4,481 18,700 14,468 16,638 11,156 1,056 － 66,501

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

9 5,144 2,916 1,893 257 174 △10,396 －

計 4,490 23,844 17,385 18,532 11,414 1,230 △10,396 66,501

セグメント利益
又は損失（△）

△61 2,137 2,525 1,008 1,407 201 △612 6,606

(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、不動産事業、サービス事業等を

含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△612百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等で

あります。

３．セグメント利益又は損失（△）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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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)

繊維事業 原繊材事業 機能材事業 設備材事業
環境・

ヘルス事業
その他
(注)１

調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

売上高

外部顧客への
売上高

4,169 20,641 13,214 16,246 9,827 1,387 － 65,486

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

5 4,523 208 1,320 265 174 △6,499 －

計 4,175 25,165 13,422 17,567 10,093 1,561 △6,499 65,486

セグメント利益
又は損失（△）

△380 3,622 2,132 1,358 2,251 69 △715 8,338

(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、不動産事業、サービス事業等を

含んでおります。

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△715百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等で

あります。

３．セグメント利益又は損失（△）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。
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