
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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２四半期 122,539 11.8 2,327 △16.8 2,467 △13.0 1,658 △12.2
25年３月期第２四半期 109,648 △1.1 2,796 △13.4 2,835 △14.1 1,887 △3.7

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 2,984百万円( 81.4％) 25年３月期第２四半期 1,645百万円( 1.9％)

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２四半期 67.63 ―
25年３月期第２四半期 75.31 ―

※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２四半期 73,098 33,771 46.1
25年３月期 71,851 31,385 43.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 33,670百万円 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 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 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

通期 240,000 8.2 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 ： 有

※連結業績予想の修正については、本日(平成25年10月23日)公表いたしました「第２四半期連結業績予想と実績の差
異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

※ 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２Ｑ 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２Ｑ 782,339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２Ｑ 24,521,419株 25年３月期２Ｑ 25,067,089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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、経済・金融政策等からの円安・株高の効果によ

り、輸出企業を中心とした業績の回復等景況感は改善されつつありますが、設備投資には力強さが見ら

れず、国内消費の回復も一部高級品ゾーンに限定され、全般的な回復には至っておりません。また、国

際的には中国の景気減速や金融不安に加え、米国金融緩和策が収束した場合の世界経済、特に新興国へ

の影響が懸念され、依然として事業環境は厳しく、先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況下、当社は、「躍進2013」の戦略に基づきグローバル事業の強化を進めてきました結

果、海外事業が伸長し、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同期比11.8％増の1,225億39百万

円となりました。利益面につきましては、営業利益は、前年同期比16.8％減の23億27百万円、経常利益

は、前年同期比13.0％減の24億67百万円、四半期純利益は、前年同期比12.2％減の16億58百万円となり

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、繊維素材分野が比較的堅調に推移したことにより、売上高は前年同

期比0.9％増の535億12百万円となりましたが、円安に伴う縫製品を主とした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の発生により、セグメント利益（営

業利益）は前年同期比20.6％減の12億30百万円となりました。 

② 化学品事業 

当セグメントにおきましては、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により、売上高は前年同期比26.8％増の409億99百万円となりましたが、セグメ

ント利益（営業利益）は前年同期並みの10億45百万円にとどまりました。 

③ 機械事業 

当セグメントにおきましては、中南米向け車輌事業は順調に推移し、売上高は前年同期比15.6％増

の277億79百万円となりましたが、環境関連ビジネスの減速により、セグメント利益（営業利益）は

前年同期比73.6％減の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、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10.9％

減の２億48百万円となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期比49.4％減の14百万円となりまし

た。 

  

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
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① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、730億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ12

億47百万円増加しました。これは主に商品及び製品が23億59百万円増加、関係会社預け金が10億円減少

したことによるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、393億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億

40百万円減少しました。これは主に流動負債のその他に含まれる前受金が12億11百万円減少したことに

よるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、337億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ23

億86百万円増加しました。これは主に四半期純利益の計上により16億58百万円増加、為替換算調整勘定

の12億16百万円増加、配当の支払により５億88百万円減少したことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計

年度末比11億29百万円減の70億68百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の減少は10億73百万円（前年同期は資金の増加21億78百万円）となりました。収

入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益24億79百万円、売上債権の減少額10億56百万円でありま

す。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額24億56百万円、その他の負債の減少額13億５百万円、法人

税等の支払額９億22百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の増加は１億93百万円（前年同期は資金の減少５億89百万円）となりました。こ

れは、主に投資有価証券の売却による収入４億66百万円、その他の支出２億19百万円、投資有価証券の

取得による支出１億27百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少は５億21百万円（前年同期は資金の減少４億58百万円）となりました。こ

れは、主に配当金の支払額５億86百万円、短期借入金の純増減額１億円によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成25年４月23日に公表しました平

成26年３月期の連結業績予想を変更しております。詳細につきましては、本日(平成25年10月23日)公表

の「第２四半期連結業績予想と実績の差異および通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

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。 

  

（２）財政状態に関する説明

（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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,350 6,278

関係会社預け金 2,000 1,000

受取手形及び売掛金 38,875 38,623

商品及び製品 9,968 12,327

仕掛品 99 91

原材料及び貯蔵品 40 33

未着商品 147 465

繰延税金資産 260 378

その他 3,986 3,402

貸倒引当金 △32 △47

流動資産合計 61,696 62,553

固定資産   

有形固定資産 723 736

無形固定資産   

のれん 894 805

その他 71 131

無形固定資産合計 965 936

投資その他の資産 8,465 8,870

固定資産合計 10,155 10,544

資産合計 71,851 73,098

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30,876 30,851

短期借入金 774 845

未払法人税等 829 856

賞与引当金 553 587

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 4,153

流動負債合計 38,500 37,339

固定負債   

長期借入金 84 67

繰延税金負債 7 7

退職給付引当金 1,605 1,712

負ののれん 110 78

その他 157 121

固定負債合計 1,965 1,986

負債合計 40,466 39,326
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９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 25,625

自己株式 △777 △777

株主資本合計 32,286 33,347

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 177 358

繰延ヘッジ損益 65 △8

為替換算調整勘定 △1,243 △27

その他の包括利益累計額合計 △1,000 322

少数株主持分 99 101

純資産合計 31,385 33,771

負債純資産合計 71,851 73,098
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 109,648 122,539

売上原価 99,726 112,366

売上総利益 9,922 10,172

販売費及び一般管理費 7,125 7,845

営業利益 2,796 2,327

営業外収益   

受取利息 30 25

受取配当金 106 132

持分法による投資利益 17 99

負ののれん償却額 31 31

債務勘定整理益 50 49

雑収入 83 70

営業外収益合計 319 409

営業外費用   

支払利息 67 32

手形売却損 49 84

為替差損 56 53

雑支出 108 99

営業外費用合計 281 269

経常利益 2,835 2,467

特別利益   

投資有価証券売却益 3 119

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 3 120

特別損失   

投資有価証券評価損 － 85

固定資産処分損 5 18

投資有価証券売却損 8 4

関係会社株式売却損 22 －

特別損失合計 36 108

税金等調整前四半期純利益 2,801 2,479

法人税、住民税及び事業税 926 924

法人税等調整額 △9 △104

法人税等合計 916 819

少数株主損益調整前四半期純利益 1,885 1,659

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 1

四半期純利益 1,887 1,658
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,885 1,659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △267 180

繰延ヘッジ損益 △71 △73

為替換算調整勘定 79 878

持分法適用会社に対する持分相当額 19 339

その他の包括利益合計 △240 1,324

四半期包括利益 1,645 2,984

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,647 2,981

少数株主に係る四半期包括利益 △2 3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,801 2,479

減価償却費 86 101

のれん償却額 － 89

負ののれん償却額 △31 △31

退職給付引当金の増減額（△は減少） 97 103

貸倒引当金の増減額（△は減少） △29 37

受取利息及び受取配当金 △137 △158

支払利息 67 32

為替差損益（△は益） △1 36

持分法による投資損益（△は益） △17 △99

投資有価証券売却損益（△は益） 5 △115

投資有価証券評価損益（△は益） － 85

関係会社株式売却損益（△は益） 22 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,839 1,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △80 △2,456

仕入債務の増減額（△は減少） 1,038 △476

未収消費税等の増減額（△は増加） 165 1

その他の資産の増減額（△は増加） 463 246

その他の負債の増減額（△は減少） △2,188 △1,305

その他 △10 106

小計 4,090 △267

利息及び配当金の受取額 125 148

利息の支払額 △67 △32

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,969 △922

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,178 △1,073

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △43 △47

有形固定資産の売却による収入 11 18

無形固定資産の取得による支出 △11 △54

投資有価証券の取得による支出 △153 △127

投資有価証券の売却による収入 13 466

関係会社株式の取得による支出 △66 －

関係会社出資金の払込による支出 △347 △57

貸付けによる支出 △20 △0

貸付金の回収による収入 35 215

その他 △7 △219

投資活動によるキャッシュ・フロー △589 193
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 266 100

長期借入金の返済による支出 － △28

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △721 △586

その他 △1 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △458 △521

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,133 △1,129

現金及び現金同等物の期首残高 7,001 8,198

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,135 7,068
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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２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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２四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年９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。 

（４）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 53,010 32,322 24,036 109,369 279 109,648 ― 109,648

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― 248 248 △248 ―

計 53,010 32,322 24,036 109,369 527 109,897 △248 109,648

 セグメント利益 1,550 1,079 138 2,767 28 2,796 ― 2,796

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 53,512 40,999 27,779 122,291 248 122,539 ― 122,539

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

― ― ― ― 237 237 △237 ―

計 53,512 40,999 27,779 122,291 485 122,776 △237 122,539

 セグメント利益 1,230 1,045 36 2,312 14 2,327 ― 2,327
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