
 

 

 
 

  

平成29年４月25日 

各 位 

会 社 名 蝶  理  株  式  会  社 

代表者名  代表取締役社長 先濵 一夫 

 （コード：8014、東証第１部） 

問合せ先    経営政策部長  河村 泰孝 

 （TEL．03-5781-6201） 

 

 

(訂正)「2016年度 連結決算<ハイライト情報>」の一部訂正に関するお知らせ 

 

 

平成29年４月25日に開示しました「2016年度 連結決算 <ハイライト情報>」の記載内容を一部訂正しま

したので、下記の通りお知らせします。なお、訂正箇所は下線で表示しております。 

 

記 

 

１．訂正理由 

「2016年度 連結決算 <ハイライト情報>」に、一部記載内容に誤りがあったため訂正するものです。 

 

２．訂正内容 

 「2016年度 連結決算 <ハイライト情報>」  

  2017年度連結業績予想 

 

(訂正前) 

(単位：億円) 

2017年度連結業績予想 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 

第２四半期(累計) 1,350 3,300 3,500 2,200

通   期 2,800 6,800 7,200 4,500

 

(訂正後) 

(単位：億円) 

2017年度連結業績予想 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 

第２四半期(累計) 1,350 33 35 22

通   期 2,800 68 72 45

 

以 上 



単位：億円
（注）下記数字は億円未満を四捨五入しております。その関係により、合計欄等で単純合算と差が生じることがあります。

当期業績の特徴

Ⅰ．経常利益は過去最高益を大幅に更新

2,916 2,709 -207 　◇採算向上により、各段階利益ともに大幅増益。 

248 251 4 　　 繊維事業(主に製品分野)の収益改善及び化学品

194 187 -7 　　 事業のM&A子会社の連結寄与等により増益。

54 64 11 　◇売上高は、期中円高の影響による貿易取扱高の

1 5 4 　　 減少を主因に減収。

55 70 14 Ⅱ．財務基盤は安定　

特　別　損　益 15         2 -13 　◇自己資本比率は、47.2％と高水準を維持。

70 72 1 Ⅲ．配当予想を増配修正

　◇1株当たり期末配当金を20円から22円へ増配修正。

法　人　税　等 -28 -24 4 　　 年間配当金は1株当たり40円(期初予想36円)。

法人税等調整額 1 -0 -1 Ⅳ．トピックス

43 48 5 　◇新中期経営計画「Chori Innovation Plan 2019」を策定

-0 -0 0 　　　（2017年4月25日開示）。2017年度からの配当方針

43 48 5 　　  を連結配当性向「25％以上」へ引上げ。

当期 前期比 前期 前期比 前期 当期 前期比

繊維 1,110 -61 31 6 48 38 -10

化学品 1,202 -135 22 4 22 32 11

機械 396 -11 -0 1 0 1 0

その他 1 -0 0 0 1 1 -0 

連結合計 2,709 -207 54 11 70 72 1

繊　維　： <好調>　合繊原料

国内 862 -76 <堅調>　建材・衛材

輸入 648 -42 　　　　　 ユニフォーム

輸出 322 -31 <改善>　婦人アパレル

海外 878 -57 化学品 ： <堅調>　医農薬中間体

　貿易取引 1,847 -131 　　　　　 無機ファインケミカル

（構成比） (68.2%) (0.4%) <回復>　有機化学品

2,709 -207 機　械　： <回復>　中南米向け車輛

財政状態 前期末 当期末 増減 前期 当期 前期比

総　　資　　産 987 980 -8 50 6 -44

ＲＯＡ（経常利益ベース*） 5.6% 7.1% 1.5% -44 1 45

ＲＯＡ（当期純利益ベース*） 4.4% 4.9% 0.5% -15 -14 1

自　己　資　本 428 463 35 -2 -3 -2

自己資本比率 43.4% 47.2% 3.9% -11 -10 1

有利子負債（ネット**） -80 -68 12 105 95 -10
*期末総資産ベース
**ネット：現預金等控除後

　第２四半期（累計）

　通　　　　　　　　期

○2017年度の１株当たり配当金は、中間23円・期末23円の年間合計46円を予定しています。

1,350 33 35 22

2,800 68 72 45

現金及び現金同等物

２０１７年度連結業績予想 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

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの状況

営業活動によるＣＦ

投資活動によるＣＦ

財務活動によるＣＦ

換算差額

ＣＦ合計

690

353

935

1,978

(67.8%)

合　計 2,916

形態別売上 前期 当期 前期比
事　業　別　の　概　要

938

407 1 

1 0

2,916 64

税金等調整前当期純利益

前期 当期

1,171 37

1,337 26

当 期 純 利 益

非支配株主に帰属する当期純利益

親会社株主に帰属する当期純利益

ｾｸﾞﾒﾝﾄ情報
売上高 営業利益

販売費及び一般管理費

営 業 利 益

営　業　外　損　益

経 常 利 益

税金等調整前当期純利益

(セグメント利益)

損益の状況 2015年度 2016年度 前期比

売 上 高

売 上 総 利 益

２０１６年度 連結決算
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