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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 8,752 △5.8 305 △50.9 397 △48.3 202 △57.8

24年３月期第１四半期 9,293 16.6 622 71.6 770 94.6 479 80.6

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 7百万円(△98.6％) 24年３月期第１四半期 548百万円( ― ％)

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

25年３月期第１四半期 4 74 ―

24年３月期第１四半期 11 24 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

25年３月期第１四半期 42,638 29,938 68.1 681 37

24年３月期 43,439 30,187 67.5 687 85

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 29,052百万円 24年３月期 29,329百万円

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

24年３月期 ― 6 00 ― 6 00 12 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 6 00 ― 6 00 12 00

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、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 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) 19,000 △2.2 1,150 △11.1 1,250 △8.6 750 △14.2 17 59

通 期 39,000 4.8 2,200 11.4 2,500 4.3 1,550 8.0 36 35



  

 

 
（注）詳細は、添付資料３ページ「（２）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。 

 
  

  

・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ます。なお、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、この四半期決算短信の開示時点において、
終了していません。 

  

・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「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・決算補足説明資料は、決算発表後すみやかに当社ホームページに掲載いたします。 

  

※ 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

（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 ： 有

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) 25年３月期１Ｑ 43,140,999株 24年３月期 43,140,999株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 503,450株 24年３月期 502,095株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 42,638,017株 24年３月期１Ｑ 42,647,415株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、東日本大震災の復興需要等を背景とする緩やかな

回復の兆しがみられたものの、欧州を中心とした債務問題の再燃による世界的な金融不安の拡大や中国

経済の成長率の鈍化、加えて国内における電力供給に対する懸念など、先行きはいまだ不透明な状況に

あります。  

 このような状況のなか、当社グループは今期も引き続き「挑戦と変革」を掲げ、市場に新しい価値の

提供と収益拡大による成長戦略を目指しました。しかしながら、特に海外においては、重要な輸出先で

あります欧米の景気後退の影響等を受け、売上、利益共に予想を下回る結果となりました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、8,752百万円（前年同期比5.8%減）となり、営

業利益は305百万円（前年同期比50.9%減）、経常利益は397百万円（前年同期比48.3%減）、四半期純利

益は202百万円（前年同期比57.8%減）の減収減益となりました。  

  

事業のセグメント別状況は以下の通りであります。 
 

［繊維事業］  

衣料ファブリック部門は、当社の得意とする高感性・高機能素材の開発と市場導入の積極的な推進に

より、ファッション衣料を中心に堅調に推移しました。しかしながら、海外のスポーツ市場の冷え込み

等の影響を受け、スポーツ衣料が大幅ダウンしました。  

 資材ファブリック部門は、車輌分野が順調に拡大するも、省エネ効果の期待できる機能性ファブリッ

クが市場に一巡したことにより、リビング分野が震災前の水準に戻る等、総じて減少しました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の当事業の売上高は8,525百万円となりました。  

  

［その他の事業］ 

物流分野が堅調に推移し、当第１四半期連結累計期間の当事業の売上高は227百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産については、「有価証券」並びに「投資有価証券」が減少し

たことなどから、前連結会計年度末に比べ801百万円減少し、42,638百万円となりました。 

 負債については、「支払手形及び買掛金」並びに「未払法人税等」が減少したことなどから、前連

結会計年度末に比べ552百万円減少し、12,699百万円となりました。 

 純資産については、「その他有価証券評価差額金」が減少したことなどから、前連結会計年度末に

比べ248百万円減少し、29,938百万円となりました。 

  

今後のわが国経済の先行きは、依然として不透明であり、事業を取り巻く環境は引き続き厳しい状

況であると予想されますが、製品ビジネスを中心とした事業の拡大、並びにグループ企業間における

シナジー効果の 大化を図り、加えて徹底的なコストダウンの実行等を積極的に進めてまいります。 

 従いまして、平成25年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想については、平成

24年５月８日公表の業績予想を据え置きます。  

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

小松精練㈱（3580）平成25年３月期　第１四半期決算短信

－2－



  

該当事項はありません。 

  

(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、当第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。 
 これによる損益の影響額は軽微であります。 

  

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,455 7,465

受取手形及び売掛金 8,203 7,730

有価証券 5,980 5,170

商品及び製品 2,051 2,371

仕掛品 818 770

原材料及び貯蔵品 2,154 2,110

繰延税金資産 255 342

その他 144 227

貸倒引当金 △47 △50

流動資産合計 27,014 26,136

固定資産

有形固定資産 8,232 8,090

無形固定資産

のれん 44 36

その他 204 224

無形固定資産合計 249 260

投資その他の資産

投資有価証券 6,578 6,042

繰延税金資産 1,051 1,185

その他 315 924

貸倒引当金 △2 △3

投資その他の資産合計 7,943 8,149

固定資産合計 16,425 16,501

資産合計 43,439 42,638
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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１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,564 6,254

短期借入金 99 249

未払法人税等 647 263

賞与引当金 381 209

その他の引当金 － 6

その他 1,575 1,776

流動負債合計 9,268 8,759

固定負債

退職給付引当金 3,469 3,435

役員退職慰労引当金 366 366

環境対策引当金 11 11

負ののれん 15 13

その他 121 113

固定負債合計 3,983 3,939

負債合計 13,252 12,699

純資産の部

株主資本

資本金 4,680 4,680

資本剰余金 4,720 4,720

利益剰余金 20,278 20,224

自己株式 △221 △221

株主資本合計 29,458 29,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 136 △167

為替換算調整勘定 △265 △184

その他の包括利益累計額合計 △129 △352

少数株主持分 858 886

純資産合計 30,187 29,938

負債純資産合計 43,439 42,638
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 9,293 8,752

売上原価 7,471 7,216

売上総利益 1,821 1,536

販売費及び一般管理費 1,199 1,230

営業利益 622 305

営業外収益

受取配当金 54 61

持分法による投資利益 57 40

その他 84 56

営業外収益合計 196 158

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 35 49

その他 12 15

営業外費用合計 48 65

経常利益 770 397

特別利益

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 0 67

特別利益合計 0 67

特別損失

固定資産売却損 0 －

固定資産除却損 1 2

投資有価証券売却損 － 86

その他 0 －

特別損失合計 2 88

税金等調整前四半期純利益 767 376

法人税、住民税及び事業税 344 257

法人税等調整額 △72 △62

法人税等合計 272 194

少数株主損益調整前四半期純利益 495 182

少数株主利益又は少数株主損失（△） 15 △19

四半期純利益 479 202
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 495 182

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9 △304

為替換算調整勘定 44 129

その他の包括利益合計 53 △175

四半期包括利益 548 7

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 516 △20

少数株主に係る四半期包括利益 32 28
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当第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) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。 

２ セグメント利益は、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。 

  

Ⅱ  当第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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額は、すべてセグメント間の取引調整であります。 

２ セグメント利益は、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24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）繊維事業 その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 9,064 228 9,293 ─ 9,293

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

18 425 443 △443 ─

計 9,083 653 9,736 △443 9,293

セグメント利益 567 49 617 5 622

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）繊維事業 その他の事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 8,525 227 8,752 ─ 8,752

  セグメント間の内部売上高
又は振替高

18 424 442 △442 ─

計 8,543 651 9,195 △442 8,752

セグメント利益 268 33 302 3 305

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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