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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年３月期第１四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20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 ％

21年３月期第１四半期 2,132 - △ 13 - 2 - △ 43 -

20年３月期第１四半期 2,258 △ 4.2 65 4.2 52 △ 10.5 32 44.5

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

21年３月期第１四半期 △ 3 08 -

20年３月期第１四半期 2 31 -

　(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

21年３月期第１四半期 7,084 2,293 32.4 163 97

20年３月期 6,875 2,399 34.9 171 48
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 2,293百万円 20年３月期 2,399百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期 - - - 5 0 5 0

21年３月期 - － － －

21年３月期(予想) － - - 5 0 5 0
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間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２四半期連結累計期間 4,500 △ 8.1 10 △ 93.1 15 △ 86.2 △ 30 - △ 2 14

通期 8,850 △ 5.5 170 △ 28.9 150 △ 22.3 45 △ 82.6 3 22
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有
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4. その他

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
(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）

21年３月期第１四半期 14,000,000株 20年３月期 14,000,000株

　② 期末自己株式数

21年３月期第１四半期 9,686株 20年３月期 8,206株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年３月期第１四半期 13,991,034株 20年３月期第１四半期 13,992,554株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題を背景とした金融市場の混乱や原

油をはじめとする原材料価格の一段の高騰、為替の円高による影響などから減速傾向が顕著となりました。 
 このような環境の中で、当社グループは中期経営計画に基づく更なる業務改革、財務改革に取り組んでまい
りました。 
 この結果、売上は前年同期比5.6％減の21億32百万円となりました。利益面におきましては△43百万円とな
りました。 
（クロス部門） 
　主力の通帳用クロスは郵貯の民営化移行がほぼ完了したこともあり、売上高が減少しました。また車両部
材用クロスの“カテナ”は輸出で生産調整があり減少しました。 
　この結果クロス部門全体の売上高は、前年同期比10.9％減の６億65百万円となりました。 
（レザー部門） 
　ビニルレザーは手帳用素材では市販品が増加、また辞書用素材では低学年向け辞書用途が大幅に増加し、
ビニルレザーの売上高は、前年同期比38.4％増の２億18万円となりました。 
　合成皮革は車両シート用素材や海外向けボンディング衣料素材、スポーツ手袋用素材は順調に推移しまし
たが、海外生産へのシフトが進行しているアウトドアやカジュアル衣料用素材は大幅な減少となりました。
この結果、合成皮革の売上高は、前年同期比10.3％減の９億10百万円となりました。 
　これらの結果、レザー部門全体の売上高は、前年同期比3.8％減の11億29百万円となりました。 
（その他部門） 
 フィルム加工部門は光学関連は在庫調整もあり減少しましたが、印刷及び電子材料関連が増加しました。 
 この結果、その他部門全体の売上高は、前年同期比0.1％増の３億37百万円となりました。 

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(資産)

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて２億19百万円増加し、39億３百万円となりました。これは、主と
して、たな卸し資産が１億45百万円、繰延税金資産が49百万円増加したこと等によります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて９百万円減少し、31億81百万円となりました。これは、主として、

有形固定資産が18百万円減少したこと等によります。
(負債)

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億84百万円増加し、41億53百万円となりました。これは、主と
して、短期借入金が２億円、未払費用が１億97百万円増加したこと等によります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて46百万円減少し、６億37百万円となりました。これは、主として、

長期借入金が95百万円減少し、繰延税金負債が20百万円増加したこと等によります。
(純資産)

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べて１億５百万円減少し、22億93百万円となりました。これは、主
として、利益剰余金が１億13百万円減少したこと等によります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
最近の業績の動向を踏まえ、平成20年５月８日の決算発表時に公表した業績予想を修正しています。

　売上高については、合成皮革部門の売上高の減少によるものです。
　営業利益、経常利益については、上記売上高の減少によるものです。
　当期純利益については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴う棚卸資産の評価損、フィルム環
境対応及び新工場建設に伴う整理・撤去費用を特別損失に計上したことによるものです。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
棚卸資産の棚卸高は一部実地棚卸を行わず、帳簿棚卸によって算出しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 210,798 255,680

受取手形及び売掛金 1,845,529 1,853,471

商品 62,653 53,115

製品 648,922 590,964

原材料及び貯蔵品 341,399 271,384

仕掛品 423,819 415,688

その他 370,279 244,089

流動資産合計 3,903,402 3,684,395

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,075,770 1,036,607

機械装置及び運搬具 925,620 981,588

その他 682,328 684,123

有形固定資産合計 2,683,719 2,702,319

無形固定資産 19,192 19,590

投資その他の資産 478,672 469,589

固定資産合計 3,181,584 3,191,499

資産合計 7,084,987 6,875,894

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,165,541 2,029,408

短期借入金 1,185,000 1,010,000

未払法人税等 3,907 121,209

賞与引当金 85,411 162,602

その他 713,191 418,899

流動負債合計 4,153,052 3,742,120

固定負債

長期借入金 525,000 620,000

引当金 68,791 64,357

その他 44,147 50,069

固定負債合計 637,938 734,426

負債合計 4,790,991 4,476,546

純資産の部

株主資本

資本金 700,000 700,000

資本剰余金 68,752 68,752

利益剰余金 1,446,441 1,559,515

自己株式 △1,764 △1,537

株主資本合計 2,213,429 2,326,730

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 80,567 72,617

評価・換算差額等合計 80,567 72,617

純資産合計 2,293,996 2,399,347

負債純資産合計 7,084,987 6,875,894
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 2,132,466

売上原価 1,869,435

売上総利益 263,031

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 276,965

営業利益 △13,934

営業外収益

受取利息 527

受取配当金 4,265

持分法による投資利益 341

受取補償金 18,010

その他 4,473

営業外収益合計 27,617

営業外費用

支払利息 9,020

その他 2,398

営業外費用合計 11,419

経常利益 2,263

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,700

特別利益合計 5,700

特別損失

固定資産除却損 40,033

たな卸資産評価損 36,737

その他 4,450

特別損失合計 81,220

税金等調整前四半期純利益 △73,257

法人税、住民税及び事業税 1,866

法人税等調整額 △32,008

法人税等合計 △30,141

四半期純利益 △43,115
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20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 △73,257

減価償却費 108,036

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,841

賞与引当金の増減額（△は減少） 98,598

受取利息及び受取配当金 △4,792

支払利息 9,020

売上債権の増減額（△は増加） 7,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △145,641

仕入債務の増減額（△は減少） 136,132

その他 △3,839

小計 134,040

利息及び配当金の受取額 4,792

利息の支払額 △8,897

法人税等の支払額 △133,269

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,333

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 △29,630

固定資産の除却による支出 △4,450

投資有価証券の取得による支出 △746

その他 △1,524

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,351

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） 200,000

長期借入金の返済による支出 △120,000

自己株式の取得による支出 △227

配当金の支払額 △64,308

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,220

現金及び現金同等物の期首残高 345,106

現金及び現金同等物の四半期末残高 320,886
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項なし

(5) セグメント情報

[事業の種類別セグメント情報] 
　当社グループの主な事業は、コーティング関連事業であり、クロス、ビニルレザー、合成皮
革、フィルムのコーティング加工及び製品販売を行っている。前年同四半期及び当四半期におい
ては、コーティング関連事業の売上高、営業利益及び資産の金額が、いずれも全セグメントの売
上高、営業利益及び資産の合計額の９０％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を
省略しております。 
［所在地別セグメント情報] 
　前年同四半期及び当四半期において、本邦以外の国又は、地域に所在する連結子会社はありま
せん。 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考」

(要約) 前四半期連結損益計算書

当第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,258,249

Ⅱ 売上原価 1,908,156

　 売上総利益 350,092

Ⅲ 販売費及び一般管理費 285,037

　 営業利益 65,055

Ⅳ 営業外収益 8,421

　１ 受取利息 482

　２ 受取配当金 3,715

　３ 持分法による投資利益 1,479

　４ その他 2,743

Ⅴ 営業外費用 20,649

　１ 支払利息 12,393

　２ 固定資産除却損 7,846

　３ その他 409

　 経常利益 52,827

　 税金等調整前四半期純利益 52,827

　 法人税、住民税及び事業税 2,196

　 法人税等調整額 18,364

　 四半期純利益 32,266
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(要約) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 52,827

　２ 減価償却費 101,492

　３ 退職給付引当金の減少額 △4,018

　４ 賞与引当金の増減額 82,064

　５ 受取利息及び受取配当金 △4,198

　６ 支払利息 12,393

　７ 売上債権の増加額 △146,645

　８ たな卸資産の増加額 △178,572

　９ 仕入債務の増減額 307,921

　10 その他 △31,763

　小計 191,499

　11 利息及び配当金の受取額 4,198

　12 利息の支払額 △11,070

　13 法人税等の支払額 △32,789

　営業活動によるキャッシュ・フロー 151,838

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 貸付金の回収による収入 150,000

　２ 有形固定資産の取得による支出 △289,043

　３ 固定資産の除却による支出 △4,267

　４ 投資有価証券の取得による支出 △750

　５ 収用による支出 △39,625

　６ その他 △1,644

　投資活動によるキャッシュ・フロー △185,333

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 長期借入れによる収入 200,000

　２ 長期借入金の返済による支出 △130,000

　３ 配当金の支払額 △64,318

　財務活動によるキャッシュ・フロー 5,681

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △27,813

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 653,304

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 625,490
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６．生産、受注及び販売の状況

　(１) 生産実績

　当第１四半期連結累計期間における生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間前第１四半期連結累計期間

比較増減   （自 平成20年４月１日     （自 平成19年４月１日

     至 平成20年６月30日）       至 平成19年６月30日）

生産高（千円） 生産高（千円） 生産高（千円）前年同期比（％）

クロス 527,322 509,088 18,233 3.6

ビニルレザー 269,058 189,275 79,782 42.2

合成皮革 766,539 929,690 　△ 163,150 △ 17.5

その他 297,560 255,879 41,681 16.3

合 計 　 1,860,481 1,883,934 　 △23,453 　 △ 1.2
（注）１．上記金額は、製造原価によっております。

　 ２．上記金額には、消費税は含まれておりません。

(２) 受注状況

当第１四半期連結累計期間における受注実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間前第１四半期連結累計期間

比較増減   （自 平成20年４月１日    （自 平成19年４月１日

     至 平成20年６月30日）      至 平成19年６月30日）

受注高（千円） 受注高（千円） 受注高（千円）前年同期比（％）

クロス 606,995 771,333 △ 164,337 △ 21.3

ビニルレザー 245,382 218,520 26,862 12.3

合成皮革 968,262 1,160,883 △ 192,620 △ 16.6

その他 338,733 360,412 △ 21,678 △ 6.0

合 計 　 2,159,374 2,511,149 △ 351,775 △ 14.0
(注) 上記金額には消費税は含まれておりません。

(３) 販売実績

当第１四半期連結累計期間における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

当第１四半期連結累計期間前第１四半期連結累計期間

比較増減   （自 平成20年４月１日    （自 平成19年４月１日

     至 平成20年６月30日）      至 平成19年６月30日）

販売高（千円） 販売高（千円） 販売高（千円）前年同期比（％）

クロス 665,677 747,385 △ 81,708 △ 10.9

ビニルレザー 218,684 158,045 60,639 38.4

合成皮革 910,870 1,016,006 △ 105,135 △ 10.3

その他 337,233 336,812 421 0.1

合 計 　 2,132,466 2,258,249 △ 125,782 △ 5.6
(注) 上記金額には消費税は含まれておりません。
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