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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28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 ％

29年３月期第１四半期 20,028 △9.2 2,500 △1.6 2,402 △12.4 1,628 △17.1

28年３月期第１四半期 22,065 4.4 2,541 23.8 2,742 31.5 1,965 118.4
(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △1,860百万円(－％) 28年３月期第１四半期 3,622百万円(75.6％)
　

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

29年３月期第１四半期 8.18 －

28年３月期第１四半期 9.87 －
　

　

（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 ％

29年３月期第１四半期 138,736 72,387 51.6

28年３月期 142,755 75,455 52.3
(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 71,531百万円 28年３月期 74,599百万円
　

　　

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

28年３月期 － 0.00 － 6.00 6.00

29年３月期 －

29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29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29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 44,000 0.4 4,700 △16.6 4,700 △17.5 2,700 0.6 13.55

通期 89,000 3.2 10,000 △8.2 10,000 △8.9 5,700 1.8 28.61
(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 ： 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) 29年３月期１Ｑ 247,677,560株 28年３月期 247,677,560株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 48,482,998株 28年３月期 48,480,946株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 199,195,584株 28年３月期１Ｑ 199,228,307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29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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資に力強さが欠ける状況が続き、急速に

円高が進行したことから景況感に陰りが見られました。また、米国経済は内需が堅調で緩やかな回復を維持して

いますが、中国経済の減速や英国のEU離脱問題の影響が懸念され、世界経済は先行き不透明な状況が続きまし

た。

繊維事業は、国内衣料品消費の低迷が続くなか、高付加価値品の拡販に注力しました。ロングセラー商品であ

る「日東紡の新しいふきん」の販売が好調でしたが、芯地の販売は中国ローカル向け並びに輸出が低調でした。

原繊材事業は、強化プラスチック用途向けの販売が低調でしたが、電子材料用途の高付加価値品が堅調に推移

しました。

機能材事業は、高機能サーバーや基地局向け等の電子材料用途の堅調な需要に対応しましたが、海外の競争激

化により売上、利益ともに減少しました。

設備材事業は、設備・土木用途向けの販売が伸び悩みましたが、グラスウール断熱材は国内の戸建住宅需要に

対応し、堅調に推移しました。

環境・ヘルス事業は、診断薬等の販売が海外向けを中心に堅調に推移しました。また、飲料分野でも、多品種

小ロットの需要に幅広く応えました。

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200億28百万円（前年同四半期比9.2％の減収）、営業利益は25億円（前

年同四半期比1.6％の減益）、経常利益は24億２百万円（前年同四半期比12.4％の減益）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は16億28百万円（前年同四半期比17.1％の減益）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における総資産は1,387億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億18百万

円減少しました。主な要因は、投資有価証券の減少などであります。

負債は663億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億50百万円減少しました。主な要因は、賞与引当金

の減少などであります。

純資産は723億87百万円となり、自己資本比率は51.6％と前連結会計年度末に比べ0.7ポイント下落しました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成28年５月11日に公表いたしました業績

予想に変更はございません。
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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)

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,891 18,888

受取手形及び売掛金 23,898 22,895

商品及び製品 4,787 5,227

仕掛品 2,828 2,931

原材料及び貯蔵品 13,579 13,516

繰延税金資産 1,884 1,415

その他 1,016 1,253

貸倒引当金 △27 △11

流動資産合計 65,859 66,115

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 13,245 12,918

機械装置及び運搬具（純額） 9,579 8,862

土地 17,396 17,337

リース資産（純額） 4,086 3,953

その他（純額） 764 846

有形固定資産合計 45,072 43,918

無形固定資産 1,891 1,822

投資その他の資産

投資有価証券 26,599 22,389

退職給付に係る資産 209 209

繰延税金資産 1,695 2,894

その他 1,464 1,423

貸倒引当金 △36 △36

投資その他の資産合計 29,932 26,880

固定資産合計 76,895 72,621

資産合計 142,755 138,736
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,424 7,752

短期借入金 4,636 4,662

1年内返済予定の長期借入金 8,855 8,450

リース債務 637 608

未払法人税等 787 313

賞与引当金 1,267 505

その他 5,611 5,717

流動負債合計 29,221 28,011

固定負債

長期借入金 14,439 14,901

リース債務 4,104 3,946

修繕引当金 4,861 5,056

退職給付に係る負債 12,879 12,645

その他 1,793 1,788

固定負債合計 38,078 38,338

負債合計 67,299 66,349

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 35,495 35,929

自己株式 △8,954 △8,955

株主資本合計 69,347 69,780

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 6,177 3,251

為替換算調整勘定 1,315 668

退職給付に係る調整累計額 △2,241 △2,168

その他の包括利益累計額合計 5,251 1,750

非支配株主持分 856 855

純資産合計 75,455 72,387

負債純資産合計 142,755 138,736
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

売上高 22,065 20,028

売上原価 15,015 13,027

売上総利益 7,050 7,001

販売費及び一般管理費 4,508 4,501

営業利益 2,541 2,500

営業外収益

受取利息 3 2

受取配当金 242 271

受取賃貸料 20 20

為替差益 88 －

その他 26 32

営業外収益合計 381 327

営業外費用

支払利息 103 89

為替差損 － 267

その他 76 68

営業外費用合計 180 425

経常利益 2,742 2,402

特別利益

関係会社株式売却益 182 －

特別利益合計 182 －

特別損失

固定資産処分損 46 38

特別損失合計 46 38

税金等調整前四半期純利益 2,879 2,363

法人税、住民税及び事業税 342 268

法人税等調整額 563 454

法人税等合計 905 722

四半期純利益 1,973 1,640

非支配株主に帰属する四半期純利益 7 11

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,965 1,628
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第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)

四半期純利益 1,973 1,640

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,504 △2,927

為替換算調整勘定 74 △647

退職給付に係る調整額 70 73

その他の包括利益合計 1,649 △3,501

四半期包括利益 3,622 △1,860

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,614 △1,871

非支配株主に係る四半期包括利益 7 11
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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27年４月１日 至 平成27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）

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

1,328 7,116 4,763 4,925 3,446 485 － 22,065

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1 1,603 75 423 93 61 △2,257 －

計 1,330 8,719 4,838 5,348 3,540 546 △2,257 22,065

セグメント利益
又は損失（△）

△98 1,016 719 153 759 41 △51 2,541

(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△51百万円は、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）

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

1,276 5,613 4,238 4,928 3,518 453 － 20,028

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

1 1,752 49 311 110 61 △2,287 －

計 1,278 7,366 4,287 5,240 3,628 515 △2,287 20,028

セグメント利益
又は損失（△）

△130 1,041 577 364 922 33 △308 2,500

(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△308百万円は、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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