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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第16期

 第２四半期
　連結累計期間

第17期
 第２四半期

　連結累計期間
第16期

会計期間
自平成29年１月１日
至平成29年６月30日

自平成30年１月１日
至平成30年６月30日

自平成29年１月１日
至平成29年12月31日

売上高 （百万円） 9,644 9,569 19,399

経常利益 （百万円） 300 193 416

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 202 91 268

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 180 △133 420

純資産額 （百万円） 11,424 11,352 11,664

総資産額 （百万円） 33,778 33,477 32,434

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 22.73 10.24 30.13

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 33.80 33.89 35.94

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △1,845 △1,788 127

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △305 142 △219

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 1,192 1,517 △397

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 1,019 1,371 1,515

 

回次
第16期

 第２四半期
 連結会計期間

第17期
 第２四半期
 連結会計期間

会計期間
自平成29年４月１日
至平成29年６月30日

自平成30年４月１日
至平成30年６月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 13.40 6.96

　（注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

 

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 　当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証

券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に個人消費におい

ても持ち直しの動きが見られ、緩やかな回復基調で推移しております。一方、米国の保護主義的な貿易政策によ

り米中の貿易摩擦が拡大し、世界経済に影響を及ぼす懸念が高まっております。

このような状況のもと、当社グループは市場ニーズを先取りする高付加価値・高品質商品を提供する「暮らし

と社会の明日を紡ぐ企業」として、競争力の強化と収益性の向上に取り組んでまいりました。しかしながら、エ

ネルギー費や原材料価格の高騰に加え、物流費などの経費増により厳しい状況が続きました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は9,569百万円（前年同期比0.8％減）、営業利益は215百万円

（前年同期比33.1％減）、経常利益は193百万円（前年同期比35.6％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益

は91百万円（前年同期比54.9％減）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

 

　[衣料事業]

衣料事業は、各種繊維を原料とする衣料用素材の製造および販売を行っております。

毛糸部門では、国内のニット用糸はほぼ前年並みに推移しましたが、織物用梳毛糸は大幅な原毛高の影響を受

け販売が低調、減収となりました。中国での人民元販売糸は前年以上の売上となり、国内外合わせると増収とな

りました。

ユニフォーム部門では、スクール向け制服素材は入学者数減少の影響を受け、追加発注が少なく減収となりま

した。企業向けは新規案件の獲得と、夏向け素材が好調で増収となりました。官公庁向けも新規の案件の獲得が

あり増収となりました。

テキスタイル部門では、郊外量販店向けメンズ素材は前年並みの受注を確保しましたが、百貨店向けが苦戦し

ました。レディース素材は前年に引き続き好調で、合わせて増収となりました。

衣料事業としては増収となりましたが、非塩素防縮の技術開発費用が本年より発生したこともあり、営業利益

は大幅に減少しました。

この結果、衣料事業は、売上高4,092百万円（前年同期比1.1％増）、営業損失０百万円（前年同期は営業利益

71百万円）となりました。

 

 [インテリア産業資材事業]

インテリア産業資材事業は、自動車用内装材、住宅建材・排水処理資材・土木資材・緑化資材などさまざまな

用途の産業用資材、インテリア関連製品、オレフィン系短繊維の製造および販売を行っております。

ポリプロファイバー部門は、住宅建材用、展示会カーペット用、車両向け原綿が好調に推移し増収となりまし

た。

カーペット部門は、カーマット関連、ＯＥＭ、ホテル物件等堅調に推移しました。

不織布部門は、寝装用途、緑化資材・防草資材、土木関連が堅調で微増収となりました。

特殊繊維部門は、金属繊維、カーボン繊維とも安定的に推移し、前年並みとなりました。

自動車内装材部門は、主力の軽自動車、輸出ＳＵＶ車向けは堅調に販売を維持しましたが、量販ハイブリッド

車の販売減と前年打ち切りの軽量販車の影響で減収となりました。

自動車内装材製造販売の中国子会社は、新規立ち上がり車の遅れもあり減収となりました。

この結果、インテリア産業資材事業は、売上高3,410百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益97百万円（前年

同期比2.1％減）となりました。

 

　[エレクトロニクス事業]

エレクトロニクス事業は、半導体・電子機器の製造および販売を行っており、電動工具向けのコントローラー

や半導体の受注は好調でしたが、一方で家電向けの樹脂成型品の受注が不調でした。

この結果、売上高996百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益23百万円（前年同期比0.7％増）となりました。
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　[ファインケミカル事業]

ファインケミカル事業は、ヘルスケア関連薬品、工業用薬品の製造および販売を行っており、医薬中間体の在

庫調整と販売単価下落の影響を受けた一方、高付加価値の電子材料向けが堅調に推移し、売上高474百万円（前年

同期比3.6％減）、営業利益65百万円（前年同期比0.4％増）となりました。

 

 [不動産事業]

不動産事業は、郊外型ショッピングセンター・オフィスビル等の賃貸を行っております。主要ショッピングセ

ンターの賃貸スキームの変更に伴い、売上高388百万円（前年同期比16.0％減）、営業利益232百万円（前年同期

比16.4％減）となりました。

 

　　　　[その他]

その他の事業は、自動車学校の運営、新規事業および中国における貿易業務などを行っております。

自動車教習事業は、前年並みの入校生を確保することができ、順調に推移しました。新規事業は、化粧品原料

や健康食品を取り扱っており、前年を上回る売上となりましたが、化粧品開発費用等の経費増により減益となり

ました。中国子会社の販売も前年を上回りました。

この結果、その他の事業全体の売上高は206百万円（前年同期比7.8％増）、営業損失５百万円（前年同期は０

百万円の営業損失）となりました。

 

（2）資産、負債及び純資産の状況

    当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比1,043百万円増加し、33,477百万円となりまし

た。その主な要因は、受取手形及び売掛金および電子記録債権の増加によるものであります。

　　 負債は、前連結会計年度末比1,355百万円増加し、22,125百万円となりました。その主な要因は、長期借入金お

よび短期借入金の増加によるものであります。

　 　純資産は、前連結会計年度末比311百万円減少し、11,352百万円となりました。その主な要因は、その他有価証

券評価差額金、利益剰余金および為替換算調整勘定の減少によるものであります。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期連結会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、前連結会計年度末に比

べ143百万円減少し、1,371百万円（前年同期比34.6％増）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)

　税金等調整前四半期純利益183百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては非資金的支出費用である減

価償却費165百万円及び仕入債務の増加204百万円、主な減少要因としては売上債権の増加1,587百万円及び長期預

り敷金保証金の減少326百万円等により、営業活動による資金は1,788百万円（前年同期比3.1％減）の支出となり

ました。

　(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212百万円及び無形固定資産の取得による支出80百万円、有形固定資産の売却に

よる収入444百万円等により、投資活動による資金は142百万円（前年同期は305百万円の使用）の獲得となりまし

た。

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　短期借入金の純増加額395百万円、長期借入れによる収入3,083百万円及び長期借入金の返済による支出1,551百

万円等により、財務活動による資金は1,517百万円（前年同期比27.3％増）の獲得となりました。

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

（5）研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は61百万円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 14,300,000

計 14,300,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成30年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年８月10日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,940,448 8,940,448
東京証券取引所   

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 8,940,448 8,940,448 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 8,940,448 － 3,940 － －
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（６）【大株主の状況】

  平成30年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１丁目８－11 773 8.65

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）　
東京都港区浜松町２丁目11－３ 313 3.50

中間　信幸 鹿児島県鹿児島市 291 3.25

双日株式会社　 東京都千代田区内幸町２丁目１－１ 271 3.03

中間　高子 鹿児島県鹿児島市　 205 2.29

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 188 2.10

トーア紡グループ従業員持株会
大阪市中央区城見１丁目２－27 クリスタ

ルタワー18階
163 1.83

浅沼　伴自 横浜市栄区 159 1.78

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

（常任代理人 日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社）

東京都千代田区丸の内１丁目４－５

（東京都港区浜松町２丁目11－３)
114 1.27

株式会社三洋航空サービス 神戸市東灘区岡本１丁目７－８ 110 1.23

計 － 2,590 28.97

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成30年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　21,500
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式  8,902,400 89,024 －

単元未満株式 普通株式     16,548 － －

発行済株式総数 8,940,448 － －

総株主の議決権 － 89,024 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が800株あります。

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数８個が含まれております。

 

EDINET提出書類

株式会社トーア紡コーポレーション(E00556)

四半期報告書

 6/21



②【自己株式等】

平成30年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

㈱トーア紡コーポレー

ション

大阪市中央区城見

一丁目２番27号
21,500 － 21,500 0.24

計 － 21,500 － 21,500 0.24

 

２【役員の状況】

 　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成30年４月１日から平

成30年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成30年１月１日から平成30年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、ＰｗＣ京都監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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29年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,011 1,820

受取手形及び売掛金 ※３ 2,855 ※３ 3,713

電子記録債権 132 ※３ 848

商品及び製品 1,933 2,061

仕掛品 585 681

原材料及び貯蔵品 1,417 1,480

繰延税金資産 150 115

その他 195 220

貸倒引当金 △52 △33

流動資産合計 9,231 10,906

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,183 1,760

機械装置及び運搬具（純額） 562 508

土地 17,082 17,082

リース資産（純額） 65 62

建設仮勘定 20 65

その他（純額） 71 69

有形固定資産合計 19,985 19,548

無形固定資産   

のれん 0 0

その他 106 140

無形固定資産合計 106 140

投資その他の資産   

投資有価証券 2,397 2,179

繰延税金資産 5 4

その他 752 745

貸倒引当金 △45 △48

投資その他の資産合計 3,110 2,882

固定資産合計 23,202 22,570

資産合計 32,434 33,477
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,388 1,591

短期借入金 4,652 5,372

1年内償還予定の社債 380 300

未払法人税等 88 36

資産除去債務 105 52

その他 945 816

流動負債合計 7,560 8,170

固定負債   

社債 450 300

長期借入金 6,102 7,325

繰延税金負債 4,664 4,622

退職給付に係る負債 1,076 1,108

長期預り敷金保証金 868 551

資産除去債務 38 38

その他 8 8

固定負債合計 13,209 13,955

負債合計 20,770 22,125

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,940 3,940

資本剰余金 3,570 3,570

利益剰余金 2,799 2,712

自己株式 △19 △19

株主資本合計 10,291 10,204

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 828 676

繰延ヘッジ損益 0 8

為替換算調整勘定 536 455

その他の包括利益累計額合計 1,365 1,140

非支配株主持分 7 7

純資産合計 11,664 11,352

負債純資産合計 32,434 33,477
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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29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年６月30日)

売上高 9,644 9,569

売上原価 7,883 7,905

売上総利益 1,761 1,664

販売費及び一般管理費 ※１ 1,439 ※１ 1,448

営業利益 321 215

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 28 30

保険差益 24 8

その他 10 17

営業外収益合計 68 60

営業外費用   

支払利息 61 50

持分法による投資損失 2 2

為替差損 6 8

その他 19 20

営業外費用合計 89 82

経常利益 300 193

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産廃棄損 0 6

固定資産売却損 － 0

移転補償金 － 3

減損損失 3 －

特別損失合計 4 10

税金等調整前四半期純利益 298 183

法人税、住民税及び事業税 88 29

法人税等調整額 7 62

法人税等合計 96 91

四半期純利益 202 91

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 202 91
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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29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年６月30日)

四半期純利益 202 91

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 24 △152

繰延ヘッジ損益 △9 8

為替換算調整勘定 △29 △68

持分法適用会社に対する持分相当額 △7 △12

その他の包括利益合計 △22 △225

四半期包括利益 180 △133

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 180 △133

非支配株主に係る四半期包括利益 0 0
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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29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年６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 298 183

減価償却費 207 165

減損損失 3 －

のれん償却額 0 0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △37 31

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △13

受取利息及び受取配当金 △33 △34

支払利息 61 50

固定資産廃棄損 0 6

固定資産売却損益（△は益） － △0

投資有価証券売却損益（△は益） △2 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,849 △1,587

たな卸資産の増減額（△は増加） △410 △295

仕入債務の増減額（△は減少） 156 204

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） △29 △326

その他 △104 △61

小計 △1,740 △1,674

利息及び配当金の受取額 31 36

利息の支払額 △64 △50

法人税等の支払額 △77 △99

法人税等の還付額 5 0

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,845 △1,788

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △297 △0

定期預金の払戻による収入 － 33

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

投資有価証券の売却による収入 10 －

関係会社出資金の売却による収入 81 5

出資金の払込による支出 － △13

有形固定資産の取得による支出 △115 △212

有形固定資産の売却による収入 － 444

無形固定資産の取得による支出 △0 △80

資産除去債務の履行による支出 － △53

貸付けによる支出 △20 －

貸付金の回収による収入 45 30

その他 △4 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △305 142
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  （単位：百万円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成29年１月１日
　至　平成29年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成30年１月１日
　至　平成30年６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） △45 395

長期借入れによる収入 3,583 3,083

長期借入金の返済による支出 △1,887 △1,551

社債の償還による支出 △280 △230

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1 △0

配当金の支払額 △176 △177

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,192 1,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △971 △143

現金及び現金同等物の期首残高 1,991 1,515

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 1,019 ※１ 1,371
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（1）連結の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

（2）持分法適用の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　 該当事項はありません。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１．保証債務

　　連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

ＮＣ　Ｗorks,Ｉnc. 26百万円 25百万円

             上記の債務保証は、富雅樂企業股份有限公司による債務保証を当社子会社が再保証したものであります。

 

 ２. 受取手形等割引高

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形割引高 920百万円 －百万円

電子記録債権割引高 243 －

 

※３．四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、当第２四半期連結会計期間の末日は金融機関

の休日のため、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

　　　当第２四半期連結会計期間末日の満期手形等の金額は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年12月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成30年６月30日）

受取手形 3百万円 84百万円

電子記録債権 － 42
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（四半期連結損益計算書関係）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年１月１日

　　至 平成29年６月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年１月１日

　　至 平成30年６月30日）

給与・雑給 417百万円 426百万円

運賃・保管料 214 208

賞与 91 91

退職給付費用 34 40

貸倒引当金繰入額 7 △1

見本費 71 59

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成30年１月１日
至 平成30年６月30日）

現金及び預金勘定 1,462百万円 1,820百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △443 △448

現金及び現金同等物 1,019 1,371

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年３月30日

定時株主総会
普通株式 178 20  平成28年12月31日 平成29年３月31日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年３月29日

定時株主総会
普通株式 178 20  平成29年12月31日 平成30年３月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成29年１月１日　至　平成29年６月30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）

 報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連
結損益計
算書計上

額
（注）３

 衣料事業
インテリ
ア産業資
材事業

エレク
トロニク
ス事業

ファイン
ケミカル
事業

不動産
事業

計

売上高           

外部顧客への

売上高
4,046 3,458 993 491 462 9,453 191 9,644 - 9,644

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

1 6 18 2 8 37 156 194 △194 -

計 4,047 3,465 1,012 494 471 9,491 347 9,838 △194 9,644

セグメント

利益又は損

失（△）

71 100 22 65 278 538 △0 537 △215 321

　（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る自動車教習事業、新規事業等

が含まれております。

2．セグメント利益又は損失の調整額△215百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△219百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しな

い一般管理費等であります。

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。

 

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成30年１月１日　至　平成30年６月30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）

 報告セグメント
その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連
結損益計
算書計上

額
（注）３

 衣料事業
インテリ
ア産業資
材事業

エレク
トロニク
ス事業

ファイン
ケミカル
事業

不動産
事業

計

売上高           

外部顧客への

売上高
4,092 3,410 996 474 388 9,363 206 9,569 － 9,569

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

2 6 14 － 8 33 168 201 △201 －

計 4,095 3,417 1,011 474 397 9,397 374 9,771 △201 9,569

セグメント

利益又は損

失（△）

△0 97 23 65 232 418 △5 413 △198 215

　（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る自動車教習事業、新規事業等

が含まれております。

2．セグメント利益又は損失の調整額△198百万円には、セグメント間取引消去３百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社費用△201百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しな

い一般管理費等であります。

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。

 

２.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

 

（有価証券関係）

有価証券は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（デリバティブ取引関係）

　当第２四半期連結会計期間末に係るデリバティブ取引については、全てヘッジ会計が適用されているため記載を

省略しております。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成29年１月１日
至　平成29年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成30年１月１日
至　平成30年６月30日）

　１株当たり四半期純利益金額 22円73銭 10円24銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
202 91

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（百万円）
202 91

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,919 8,918

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書  

 

平成３０年８月１０日

株式会社トーア紡コーポレーション

取 締 役 会　御 中

 

ＰｗＣ京都監査法人

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 高　 井   晶 治  印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 田　 村　 　　透 　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーア

紡コーポレーションの平成３０年１月１日から平成３０年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成３０年４月１日から平成３０年６月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成３０年１月１日から平成３０

年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結

包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーア紡コーポレーション及び連結子会社の平成３０年６月

３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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