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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第2四半期 41,185 △2.5 3,106 3.3 2,774 8.0 1,008 △15.6
23年3月期第2四半期 42,224 △6.7 3,007 ― 2,569 ― 1,193 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 836百万円 （58.8％） 23年3月期第2四半期 526百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 5.06 ―
23年3月期第2四半期 5.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 129,864 55,609 41.7
23年3月期 128,049 55,785 42.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  54,129百万円 23年3月期  54,313百万円

2.  配当の状況 

（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24年3月期の配当予想につきましては、未定であります。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 82,000 △2.6 5,500 △15.3 5,100 △15.0 2,400 △14.5 12.04



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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 
 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、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。業績予想に関する事項は、四半期決算短信［添付資料］２ページ記載の「１．（３）連結業績予想
に関する定性的情報」をご参照ください。 
 ２．平成24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致します。  

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 247,677,560 株 23年3月期 247,677,560 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 48,340,701 株 23年3月期 48,289,427 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 199,368,774 株 23年3月期2Q 199,463,061 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、

東日本大震災の影響から持ち直しつつある一方、円高の進行や欧州の金融不安、米国経済の停滞

懸念により、先行きの不透明感が増す状況で推移しました。 

 繊維事業は、消費者の購買意欲が低迷するなか、新商品の開発や高付加価値品への転換を進め

てまいりました。 

 グラスファイバー事業は、後半に一部で在庫調整の動きが見られたものの、通信機器分野、住

宅設備分野が堅調に推移しました。 

 環境事業は、断熱材分野は省エネ・環境対応関連の需要の継続により堅調に推移し、エンジニ

アリング･工事分野は震災復旧工事の案件が増加しました。 

 医薬・飲料事業は、体外診断薬分野はスペシャリティケミカルスとの協働による商品開発など

に取り組み、飲料分野は新商品の上市などを進めてまいりました。 

 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んでまいりました。 

 この結果、日東紡グループの売上高は411億85百万円、営業利益は31億６百万円、経常利益は27

億74百万円、四半期純利益は10億８百万円となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,298億64百万円となり、前連結会計年度末に

比べ18億15百万円増加しました。主な要因は、仕掛品の増加などであります。 

 負債は742億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億90百万円増加しました。主な要因

は、支払手形及び買掛金の増加などであります。 

 純資産は556億９百万円となり、自己資本比率は41.7％と前連結会計年度末に比べ0.7ポイン

ト下落しました。 

②キャッシュ･フローの状況(平成23年４月１日～平成23年９月30日) 

 営業活動によるキャッシュ･フローは、減価償却費25億67百万円、税金等調整前四半期純利益

14億86百万円、仕入債務の増加額13億70百万円による増加、たな卸資産の増加額29億61百万円

による減少などにより24億13百万円の資金が増加しました。 

 投資活動によるキャッシュ･フローは、固定資産の取得による支出15億１百万円などにより15

億22百万円の資金が減少しました。 

 財務活動によるキャッシュ･フローは、長期借入金の返済による支出57億27百万円、配当金の

支払額９億96百万円、長期借入れによる収入51億円などにより18億60百万円の資金が減少しま

した。 

 これらの結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は137億39百万円となり、前連結会計年度

末に比べ９億21百万円の資金が減少しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、平成23年８月２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（その他）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 

    該当事項はありません。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,660 13,739

受取手形及び売掛金 24,254 24,143

商品及び製品 7,010 7,726

仕掛品 3,176 4,462

原材料及び貯蔵品 12,901 13,855

繰延税金資産 1,659 1,554

短期貸付金 10 10

その他 1,597 1,533

貸倒引当金 △74 △37

流動資産合計 65,197 66,989

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 14,019 13,786

機械装置及び運搬具（純額） 8,379 7,473

土地 17,645 17,644

リース資産（純額） 732 753

建設仮勘定 340 1,571

その他（純額） 826 788

有形固定資産合計 41,943 42,018

無形固定資産 1,810 1,704

投資その他の資産   

投資有価証券 9,535 9,040

長期貸付金 20 18

繰延税金資産 8,827 9,455

その他 782 698

貸倒引当金 △68 △61

投資その他の資産合計 19,097 19,151

固定資産合計 62,851 62,874

資産合計 128,049 129,864
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,533 11,232

短期借入金 6,540 6,405

1年内返済予定の長期借入金 9,796 8,043

リース債務 136 151

未払法人税等 434 944

繰延税金負債 6 2

賞与引当金 1,489 1,550

災害損失引当金 912 446

その他 4,823 5,611

流動負債合計 33,672 34,387

固定負債   

長期借入金 19,044 20,170

リース債務 630 619

繰延税金負債 87 87

退職給付引当金 11,986 11,984

修繕引当金 4,474 4,743

事業構造改善引当金 657 641

その他 1,709 1,619

固定負債合計 38,590 39,866

負債合計 72,263 74,254

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,699 19,699

資本剰余金 23,062 23,062

利益剰余金 21,940 21,951

自己株式 △8,860 △8,871

株主資本合計 55,841 55,841

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 574 318

為替換算調整勘定 △2,101 △2,031

その他の包括利益累計額合計 △1,527 △1,712

少数株主持分 1,471 1,480

純資産合計 55,785 55,609

負債純資産合計 128,049 129,864

日東紡績㈱　(3110)　平成24年3月期　第2四半期決算短信

－　5　－



(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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 42,224 41,185

売上原価 30,183 28,982

売上総利益 12,040 12,202

販売費及び一般管理費 9,033 9,095

営業利益 3,007 3,106

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 101 139

持分法による投資利益 137 230

受取賃貸料 50 42

その他 147 201

営業外収益合計 442 619

営業外費用   

支払利息 359 301

退職給付会計基準変更時差異の処理額 228 223

為替差損 82 170

その他 209 255

営業外費用合計 879 951

経常利益 2,569 2,774

特別利益   

固定資産売却益 11 －

貸倒引当金戻入額 22 －

特別利益合計 34 －

特別損失   

固定資産処分損 117 57

投資有価証券評価損 － 332

環境対策費 158 －

災害による損失 － 895

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 184 －

その他 84 3

特別損失合計 544 1,288

税金等調整前四半期純利益 2,059 1,486

法人税、住民税及び事業税 359 832

法人税等調整額 479 △368

法人税等合計 838 463

少数株主損益調整前四半期純利益 1,220 1,022

少数株主利益 26 14

四半期純利益 1,193 1,008
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,220 1,022

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △588 △255

繰延ヘッジ損益 95 －

為替換算調整勘定 △128 48

持分法適用会社に対する持分相当額 △72 21

その他の包括利益合計 △693 △186

四半期包括利益 526 836

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 501 822

少数株主に係る四半期包括利益 24 14
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 2,059 1,486

減価償却費 2,887 2,567

引当金の増減額（△は減少） 447 △182

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 332

売上債権の増減額（△は増加） 287 111

たな卸資産の増減額（△は増加） △80 △2,961

仕入債務の増減額（△は減少） 403 1,370

その他 56 195

小計 6,062 2,919

利息及び配当金の受取額 107 145

利息の支払額 △299 △312

事業構造改善に伴う支出 △2 △16

法人税等の支払額 △598 △322

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,269 2,413

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △959 △1,501

固定資産の売却による収入 27 1

投資有価証券の取得による支出 △1,517 △0

その他 △60 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,508 △1,522

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） △9,986 △135

長期借入れによる収入 10,601 5,100

長期借入金の返済による支出 △2,419 △5,727

配当金の支払額 △798 △996

その他 △99 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,701 △1,860

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28 △921

現金及び現金同等物の期首残高 12,915 14,660

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,943 13,739
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（４） 継続企業の前提に関する注記 

      該当事項はありません。 

 

（５） セグメント情報等 

【セグメント情報】 

 前第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22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） 

 繊維事業 
グラスファ
イバー事業

環境事業
医薬・飲料

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 3,628 24,390 7,715 5,629 860 － 42,224

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

1 340 438 17 156 △956 －

計 3,630 24,730 8,154 5,647 1,017 △956 42,224

セグメント利益又は損失
（△） 

155 2,192 △26 833 149 △298 3,007

（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△298百万円は、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２四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23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） 

 繊維事業 
グラスファ
イバー事業

環境事業
医薬・飲料

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 3,171 22,844 8,380 6,002 786 － 41,185

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

2 170 647 178 73 △1,073 －

計 3,173 23,014 9,028 6,181 859 △1,073 41,185

セグメント利益又は損失
（△） 

109 1,865 499 607 156 △131 3,106

（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△131百万円は、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。 

 

（６） 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。 
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