
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
       

 
 

(％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26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 ％

26年３月期第１四半期 58,696 7.3 725 △40.0 973 △23.2 759 △3.4
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

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 1,677百万円( 87.9％) 25年３月期第１四半期 892百万円( △6.3％)

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

26年３月期第１四半期 30.99 ―
25年３月期第１四半期 31.47 31.26

※平成24年10月１日付で普通株式10株を1株の割合で併合しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行
われたと仮定して１株当たり四半期純利益及び１株当たり潜在株式調整後四半期純利益を算定しております。

（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 ％

26年３月期第１四半期 71,862 32,469 45.0
25年３月期 71,851 31,385 43.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 32,366百万円 25年３月期 31,285百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 24.00 24.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 33.00 33.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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) 109,000 △0.6 2,450 △12.4 2,450 △13.6 1,600 △15.2 65.25
通期 230,000 3.7 6,300 23.4 6,300 15.3 4,000 35.9 163.12

(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) 26年３月期１Ｑ 25,303,478株 25年３月期 25,303,478株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 782,037株 25年３月期 781,798株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 24,521,570株 25年３月期１Ｑ 24,986,660株

※平成24年10月１日付で普通株式10株を1株の割合で併合しております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行
われたと仮定して期中平均株式数を算定しております。

※ 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おりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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３ページ「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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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策や金融緩和により円安・株高へ転

じ全体としての景況感は改善されつつありますが、長引く欧州経済の停滞や新興国経済の減速などの影響

もあり、依然として先行きは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、前年同期比7.3％増の586億96百万円となり

ましたが、利益面につきましては、営業利益は、前年同期比40.0％減の７億25百万円、経常利益は、前年

同期比23.2％減の９億73百万円、四半期純利益は、前年同期比3.4％減の７億59百万円となりました。 

  

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、繊維素材分野は比較的堅調に推移したものの、輸入品のコストアップ

による採算悪化に加え、アセアン生産基盤構築にかかる先行経費等で、売上高は前年同期比4.6％減の

236億77百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比81.2％減の99百万円となりました。 

当セグメントにおきましては、電材市況の底入れとウレタン原料等の市況回復に加え、海外事業が好

調に推移したことから、売上高は前年同期比26.4％増の204億92百万円となり、セグメント利益（営業

利益）は前年同期比8.2％増の６億34百万円となりました。 

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6.5％増の

144億３百万円となりましたが、環境関連ビジネスの減速により、セグメント損失（営業損失）は22百

万円(前年同期は75百万円のセグメント利益(営業利益))となりました。 

当セグメントにおきましては、情報・通信機器の取扱高減少等により、売上高は前年同期比11.6％減

の１億22百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比21.9％減の13百万円となりました。

  

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、718億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ11

百万円増加しました。これは主に商品及び製品の増加による26億25百万円増加、受取手形及び売掛金の

減少による15億42百万円減少、関係会社預け金の減少による10億円減少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、393億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億

74百万円減少しました。これは主に法人税、住民税及び事業税の支払に伴う未払法人税等の５億71百万

円減少及び賞与の支払に伴う賞与引当金の２億28百万円減少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、324億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ10

億84百万円増加しました。これは主に四半期純利益の計上による７億59百万円増加、為替換算調整勘定

の増加による８億13百万円増加、配当金の支払による５億88百万円減少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）経営成績に関する説明

① 繊維事業

② 化学品事業

③ 機械事業

④ その他

（２）財政状態に関する説明
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今後のわが国経済の見通しにつきましては、景気回復への期待感はあるものの長引く欧州経済の停滞

や新興国経済の減速など海外景気の下振れリスクにより、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、平成25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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,350 6,197

関係会社預け金 2,000 1,000

受取手形及び売掛金 38,875 37,333

商品及び製品 9,968 12,593

仕掛品 99 35

原材料及び貯蔵品 40 17

未着商品 147 139

繰延税金資産 260 138

その他 3,986 4,190

貸倒引当金 △32 △29

流動資産合計 61,696 61,614

固定資産   

有形固定資産 723 758

無形固定資産   

のれん 894 849

その他 71 104

無形固定資産合計 965 954

投資その他の資産 8,465 8,534

固定資産合計 10,155 10,247

資産合計 71,851 71,862

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,876 31,789

短期借入金 774 1,201

未払法人税等 829 258

賞与引当金 553 325

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 5,422 3,857

流動負債合計 38,500 37,476

固定負債   

長期借入金 84 75

繰延税金負債 7 9

退職給付引当金 1,605 1,625

負ののれん 110 94

その他 157 111

固定負債合計 1,965 1,915

負債合計 40,466 39,392
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 24,563 24,727

自己株式 △777 △777

株主資本合計 32,286 32,449

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 177 207

繰延ヘッジ損益 65 139

為替換算調整勘定 △1,243 △430

その他の包括利益累計額合計 △1,000 △83

少数株主持分 99 103

純資産合計 31,385 32,469

負債純資産合計 71,851 71,862
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 54,719 58,696

売上原価 49,939 54,071

売上総利益 4,779 4,625

販売費及び一般管理費 3,569 3,900

営業利益 1,210 725

営業外収益   

受取利息 16 13

受取配当金 97 116

持分法による投資利益 － 32

負ののれん償却額 15 15

為替差益 － 84

債務勘定整理益 22 20

雑収入 61 46

営業外収益合計 213 331

営業外費用   

支払利息 37 20

手形売却損 22 34

売上割引 20 20

持分法による投資損失 7 －

為替差損 28 －

雑支出 39 8

営業外費用合計 155 83

経常利益 1,267 973

特別利益   

投資有価証券売却益 － 83

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 － 84

特別損失   

固定資産処分損 3 0

投資有価証券売却損 3 －

特別損失合計 6 0

税金等調整前四半期純利益 1,260 1,057

法人税、住民税及び事業税 180 219

法人税等調整額 294 75

法人税等合計 475 295

少数株主損益調整前四半期純利益 785 762

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 2

四半期純利益 786 759
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 785 762

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △233 29

繰延ヘッジ損益 △53 73

為替換算調整勘定 323 571

持分法適用会社に対する持分相当額 70 240

その他の包括利益合計 107 914

四半期包括利益 892 1,677

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 892 1,672

少数株主に係る四半期包括利益 0 4
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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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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又は損失の合計は、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）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 24,831 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

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 23,677 20,492 14,403 58,574 122 58,696 ― 58,696

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― 120 120 △120 ―

計 23,677 20,492 14,403 58,574 242 58,817 △120 58,696

 セグメント利益
 又は損失(△)

99 634 △22 711 13 725 ― 725
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