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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第１四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29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
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 ％

30年３月期第１四半期 67,535 10.6 1,473 12.3 1,615 27.3 1,109 8.5

29年３月期第１四半期 61,053 3.4 1,312 47.8 1,269 15.4 1,022 23.3
(注) 包括利益 30年３月期第１四半期 1,355百万円( －％) 29年３月期第１四半期 △49百万円( －％)
　

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

30年３月期第１四半期 45.25 －

29年３月期第１四半期 41.70 －
　

　

（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 ％

30年３月期第１四半期 96,657 47,149 48.7

29年３月期 97,983 46,343 47.2
(参考) 自己資本 30年３月期第１四半期 47,075百万円 29年３月期 46,269百万円
　

　

　

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

29年３月期 － 18.00 － 22.00 40.00

30年３月期 －

30年３月期(予想) 23.00 － 23.00 46.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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
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

第２四半期(累計) 135,000 5.0 3,300 △7.6 3,500 △4.2 2,200 △13.9 89.74

通期 280,000 3.4 6,800 5.5 7,200 3.3 4,500 △5.9 183.56
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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 ： 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) 30年３月期１Ｑ 25,303,478株 29年３月期 25,303,478株

② 期末自己株式数 30年３月期１Ｑ 788,309株 29年３月期 788,175株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期１Ｑ 24,515,243株 29年３月期１Ｑ 24,516,005株
　

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　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P.３「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。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善などを背景として緩やかな回復基

調にあるものの、個人消費の回復は足踏み状況が続いております。また、海外の政治情勢不安や中国及び新興国の

景気減速等もあり、先行き不透明な状況であります。

このような状況下、当社グループは、平成29年４月25日に中期経営計画「Chori Innovation Plan 2019」を発表

し、その諸施策を推進しております。その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比10.6％増の675

億35百万円となり、営業利益は、前年同期比12.3％増の14億73百万円、経常利益は、前年同期比27.3％増の16億15

百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比8.5％増の11億９百万円となりました。

　

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

① 繊維事業

当セグメントにおきましては、国内衣料市況の低迷の影響を受け、売上高は、前年同期比3.3％減の234億93百万

円となり、セグメント利益（経常利益）は、前年同期比15.4％減の４億88百万円となりました。

② 化学品事業

当セグメントにおきましては、有機化学品分野の市況回復等により、売上高は、前年同期比9.7％増の323億75百

万円となり、セグメント利益（経常利益）は、前年同期比33.2％増の８億48百万円となりました。

③ 機械事業

当セグメントにおきましては、中南米向け車輛事業の回復により、売上高は、前年同期比61.2％増の116億39百万

円となり、セグメント利益（経常利益）は、前年同期比340.1％増の36百万円となりました。

④ その他

当セグメントにおきましては、売上高は、前年同期比14.3％増の26百万円となりましたが、セグメント利益（経

常利益）は、前年同期比14.3％減の14百万円となりました。

なお、２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項(セグメント情報等)に記

載の通り、従前、セグメント利益については、税金等調整前四半期純利益を基礎に記載しておりましたが、当第１

四半期連結会計期間より経常利益を基礎として記載する方法に変更しております。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、966億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億25百万円減

少しました。これは主に受取手形及び売掛金が35億63百万円減少、商品及び製品が23億44百万円増加したことによ

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、495億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億32百万円減少

しました。これは主に支払手形及び買掛金が21億53百万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、471億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億６百万円増

加しました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により11億9百万円増加、その他有価証券評価差

額金が５億３百万円増加、配当金の支払により５億39百万円減少、為替換算調整勘定が２億77百万円減少したこと

によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後のわが国経済の先行きは、個人消費の低迷や世界経済の不安定さ等に伴い、依然として不透明であります。

当社グループを取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況であることが予想されますが、平成29年４月25日に公表し

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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（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29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,811 10,546

関係会社預け金 500 －

受取手形及び売掛金 54,020 50,456

商品及び製品 11,495 13,839

仕掛品 22 20

原材料及び貯蔵品 4 3

未着商品 1,183 415

繰延税金資産 206 127

その他 3,644 3,883

貸倒引当金 △67 △65

流動資産合計 80,822 79,229

固定資産

有形固定資産 2,358 2,299

無形固定資産

のれん 2,797 2,542

その他 232 226

無形固定資産合計 3,029 2,769

投資その他の資産 11,773 12,359

固定資産合計 17,161 17,428

資産合計 97,983 96,657

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 39,990 37,837

短期借入金 3,487 3,250

未払法人税等 1,012 441

賞与引当金 750 353

返品調整引当金 2 2

関係会社整理損失引当金 85 83

その他 3,585 4,688

流動負債合計 48,913 46,657

固定負債

繰延税金負債 670 807

退職給付に係る負債 2,014 2,003

その他 41 39

固定負債合計 2,726 2,850

負債合計 51,640 49,507
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29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 37,622 38,184

自己株式 △786 △786

株主資本合計 45,335 45,897

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 679 1,182

繰延ヘッジ損益 222 241

為替換算調整勘定 74 △202

退職給付に係る調整累計額 △43 △42

その他の包括利益累計額合計 933 1,178

非支配株主持分 73 74

純資産合計 46,343 47,149

負債純資産合計 97,983 96,657
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 61,053 67,535

売上原価 55,181 61,464

売上総利益 5,871 6,071

販売費及び一般管理費 4,559 4,597

営業利益 1,312 1,473

営業外収益

受取利息 5 18

受取配当金 116 105

持分法による投資利益 7 97

債務勘定整理益 22 22

雑収入 86 51

営業外収益合計 238 295

営業外費用

支払利息 18 31

手形売却損 24 28

売上割引 19 16

為替差損 207 69

雑支出 11 7

営業外費用合計 280 153

経常利益 1,269 1,615

特別利益

固定資産売却益 224 12

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 224 12

特別損失

ゴルフ会員権評価損 － 7

投資有価証券評価損 － 5

固定資産処分損 3 0

特別損失合計 3 14

税金等調整前四半期純利益 1,489 1,614

法人税、住民税及び事業税 380 424

法人税等調整額 87 78

法人税等合計 468 503

四半期純利益 1,021 1,110

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△0 1

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,022 1,109
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益 1,021 1,110

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △375 503

繰延ヘッジ損益 △126 18

為替換算調整勘定 △514 △218

退職給付に係る調整額 1 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △56 △59

その他の包括利益合計 △1,070 245

四半期包括利益 △49 1,355

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △47 1,354

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 1
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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１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28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)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

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 24,300 29,507 7,221 61,029 23 61,053 － 61,053

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 106 106 △106 －

計 24,300 29,507 7,221 61,029 130 61,159 △106 61,053

　セグメント利益 577 637 8 1,222 17 1,240 29 1,269

(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、事務処理受託等の各種役務提供を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額29百万円は各報告セグメントに配分していない全社損益であります。全社損益は、

報告セグメントに帰属しない財務関連の損益等であります。

３．報告セグメント、その他の事業セグメントのセグメント利益及び調整額の合計は、四半期連結損益計算書の

経常利益と一致しております。
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当第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３

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 23,493 32,375 11,639 67,508 26 67,535 － 67,535

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － 111 111 △111 －

計 23,493 32,375 11,639 67,508 138 67,646 △111 67,535

　セグメント利益 488 848 36 1,372 14 1,387 227 1,615

(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、事務処理受託等の各種役務提供を

含んでおります。

２．セグメント利益の調整額227百万円は各報告セグメントに配分していない全社損益であります。全社損益は、

報告セグメントに帰属しない財務関連の損益等であります。

３．報告セグメント、その他の事業セグメントのセグメント利益及び調整額の合計は、四半期連結損益計算書の

経常利益と一致しております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

(セグメント区分の変更)

当第１四半期連結会計期間より、「機械事業」に含まれる輸送機器事業を分社化したことを契機に組織変更を

行い、従前「機械事業」に含まれていた環境商材関連事業を「化学品事業」へ移管しております。

　

(報告セグメントごとの利益又は損失に関する事項)

平成29年４月25日に公表した中期経営計画「Chori Innovation Plan 2019」で掲げる経営指標を連結経常利益

及びＲＯＡ（経常利益ベース）に定めました。これに伴い、従前セグメント利益については、税金等調整前四半

期純利益を基礎に記載し、四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益との調整を行っておりましたが、

当第１四半期連結会計期間より経常利益を基礎に記載し、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行うことに

変更しております。

　

(セグメント利益の測定方法の変更)

従前、全社損益を各報告セグメントへ配分していましたが、当第１四半期連結会計期間より各セグメントの業

績を適時、的確に把握、管理することを目的に、全社損益は配分せず、報告セグメントに帰属しない全社損益と

して「調整額」とすることに変更しております。

　

なお、前第１四半期連結累計期間に係る「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」は、変更後の方法により記載しております。
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