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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 60,560 △2.7 4,364 △6.6 4,173 △3.6 1,563 48.3
24年3月期第3四半期 62,212 △1.8 4,672 △1.1 4,330 1.2 1,054 △48.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,648百万円 （471.6％） 24年3月期第3四半期 288百万円 （△80.0％）

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

25年3月期第3四半期 7.84 ―
24年3月期第3四半期 5.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 131,271 56,447 42.4
24年3月期 131,040 55,811 42.0
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  55,647百万円 24年3月期  55,036百万円

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25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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25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 83,000 0.4 6,000 1.2 5,500 0.1 3,000 109.2 15.05



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、[添付資料]3ページ記載の「２．（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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」をご覧ください。 
 ２．平成25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。 

※  注記事項

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   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 247,677,560 株 24年3月期 247,677,560 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 48,389,800 株 24年3月期 48,350,980 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 199,306,594 株 24年3月期3Q 199,357,884 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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国での景気の拡大がやや鈍化したことや、

欧州の財政問題などの影響もあり停滞感が強まる状況となりました。 

 繊維事業は、衣料品消費の低迷が続くなか、コストダウンや新商品の開発、拡販に努めてまい

りました。 

 グラスファイバー事業は、電子材料分野並びに強化プラスチック分野の高付加価値品や、断熱

材分野が堅調に推移しました。 

 環境・ヘルス事業は、体外診断薬分野、スペシャリティケミカルス分野が堅調に推移し、飲料

分野は、新商品の上市と拡販に努めてまいりました。 

 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605億60百万円、営業利益は43億64百万円、経常利益は41

億73百万円、四半期純利益は15億63百万円となりました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,312億71百万円となり、前連結会計年度末に比

べ２億30百万円増加しました。主な要因は、投資有価証券の増加などであります。 

 負債は748億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億５百万円減少しました。主な要因は、

未払法人税等の減少などであります。 

 純資産は564億47百万円となり、自己資本比率は42.4％と前連結会計年度末に比べ0.4ポイント

上昇しました。 

 

（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24年５月10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 

  （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年
   ４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に
   変更しております。 
    これによる当第３四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。 
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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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,457 8,236

受取手形及び売掛金 27,010 26,080

商品及び製品 8,526 8,777

仕掛品 3,613 3,792

原材料及び貯蔵品 14,218 14,871

繰延税金資産 2,163 1,191

短期貸付金 10 10

その他 1,844 1,040

貸倒引当金 △44 △45

流動資産合計 65,801 63,954

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,909 14,175

機械装置及び運搬具（純額） 7,850 7,832

土地 17,640 17,649

リース資産（純額） 974 1,896

建設仮勘定 1,020 725

その他（純額） 699 699

有形固定資産合計 42,094 42,978

無形固定資産 1,639 1,499

投資その他の資産   

投資有価証券 12,500 13,639

長期貸付金 17 15

繰延税金資産 7,727 7,962

その他 1,303 1,266

貸倒引当金 △44 △44

投資その他の資産合計 21,505 22,839

固定資産合計 65,239 67,316

資産合計 131,040 131,271
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,993 10,036

短期借入金 6,395 6,785

1年内返済予定の長期借入金 7,487 8,034

リース債務 199 331

未払法人税等 1,911 592

賞与引当金 1,510 556

災害損失引当金 181 －

その他 6,547 8,529

流動負債合計 35,226 34,865

固定負債   

長期借入金 20,043 19,628

リース債務 971 1,785

繰延税金負債 77 74

退職給付引当金 12,009 12,034

修繕引当金 5,115 4,649

事業構造改善引当金 219 214

その他 1,566 1,572

固定負債合計 40,002 39,958

負債合計 75,228 74,823

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 22,376 22,943

自己株式 △8,874 △8,884

株主資本合計 56,264 56,821

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,152 1,089

繰延ヘッジ損益 △76 －

為替換算調整勘定 △2,303 △2,263

その他の包括利益累計額合計 △1,228 △1,173

少数株主持分 775 800

純資産合計 55,811 56,447

負債純資産合計 131,040 131,271
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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３四半期連結累計期間) 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 62,212 60,560

売上原価 43,958 42,194

売上総利益 18,254 18,365

販売費及び一般管理費 13,581 14,000

営業利益 4,672 4,364

営業外収益   

受取利息 9 12

受取配当金 212 299

持分法による投資利益 335 161

受取賃貸料 62 61

為替差益 － 98

その他 260 148

営業外収益合計 881 782

営業外費用   

支払利息 445 398

退職給付会計基準変更時差異の処理額 335 335

為替差損 133 －

その他 307 238

営業外費用合計 1,222 973

経常利益 4,330 4,173

特別利益   

受取補償金 － 1,861

その他 292 －

特別利益合計 292 1,861

特別損失   

固定資産処分損 82 205

特別退職金 － 1,944

事務所移転費用 － 40

災害による損失 910 －

その他 376 108

特別損失合計 1,369 2,298

税金等調整前四半期純利益 3,253 3,735

法人税、住民税及び事業税 1,242 1,444

法人税等調整額 913 695

法人税等合計 2,155 2,139

少数株主損益調整前四半期純利益 1,098 1,596

少数株主利益 43 32

四半期純利益 1,054 1,563
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第３四半期連結累計期間) 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,098 1,596

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △451 △64

繰延ヘッジ損益 △0 76

為替換算調整勘定 △144 △15

持分法適用会社に対する持分相当額 △214 56

その他の包括利益合計 △809 52

四半期包括利益 288 1,648

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 245 1,617

少数株主に係る四半期包括利益 43 30
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

【セグメント情報】 

 前第３四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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・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 4,806 43,573 12,631 1,201 － 62,212

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

8 400 307 101 △817 －

計 4,814 43,973 12,939 1,302 △817 62,212

セグメント利益又は損失
（△） 

210 3,748 705 243 △234 4,672

（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△234百万円は、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３四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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） 

 繊維事業 
グラスファイ
バー事業 

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 4,337 44,052 10,976 1,194 － 60,560

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

7 213 217 221 △659 －

計 4,344 44,265 11,194 1,415 △659 60,560

セグメント利益又は損失
（△） 

113 3,912 994 243 △899 4,364

（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△899百万円は、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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 ２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社グループは、平成24年４月１日付でグループの事業基盤を一層強固にするために実施した組織改

編に伴い、従来「繊維事業」、「グラスファイバー事業」、「環境事業」及び「医薬・飲料事業」の４

つを報告セグメントとしておりましたが、第１四半期連結会計期間より「繊維事業」、「グラスファイ

バー事業」及び「環境・ヘルス事業」の３つに変更しております。 

 「グラスファイバー事業」におきましては、これまで「環境事業」に含まれておりましたグラスウー

ル製品の製造加工及び販売、機械設備の設計・製作販売等が含まれております。 

 また、「環境・ヘルス事業」におきましては、「医薬・飲料事業」と、これまで「環境事業」に含ま

れておりました音響工事の設計・監理及び請負、ロックウール製品や農産品の生産及び販売等を統合し

ております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成してお

り、前第３四半期連結累計期間の「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」に記載しております。 

 

（５）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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