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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） 

 

(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 ％

21年3月期第1四半期 889 △12.5 94 △55.0 115 △52.1 60 △56.8

20年3月期第1四半期 1,016 5.8 209 28.7 240 24.0 139 27.1

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 10.83 ―

20年3月期第1四半期 25.04 ―

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 3,557 2,224 61.2 397.82
20年3月期 3,734 2,225 58.4 398.05

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,177百万円 20年3月期  2,180百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― ― ― 12.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.00 12.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 1,870 △6.6 190 △47.6 250 △43.1 136 △45.0 24.32
通期 3,520 △8.1 315 △45.9 440 △40.3 240 △40.9 42.92

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  

(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） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．上記に記載した予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後様々な要因によって予測数値と異なる場合があります。なお、上記予想に
関する事項は、添付資料2ページをご参照ください。 
2．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  6,800,000株 20年3月期  6,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,209,154株 20年3月期  1,208,460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  5,591,319株 20年3月期第1四半期  5,591,622株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、前連結会計年度末から表面化している米国におけるサブプライ

ム・ローン問題に加え、株価の低迷、継続する原油・資材価格の高騰により景況感の悪化傾向が強まってまいりまし

た。

　このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）は、顧客ニーズにタイ

ムリーに対応し、高付加価値を持つ商品開発に一層注力することにより従来の顧客への販売強化を進めてまいりまし

た。

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は８億８千９百万円、営業利益は９千４百万円、経常利益は１億１

千５百万円、四半期純利益は６千万円となりました。

　用途別売上の概況は、次のとおりであります。

①衣料用

国内外の衣料用は、新デザインの婦人用衣料素材を展示会に出展し、高い顧客評価を得ておりますが、数年来の市

場不振により販売高の低迷が続いております。この結果、衣料用の売上高は６千４百万円となりました。

②家具・車輌用

サブプライム・ローン問題による米国経済の低迷が当社製品の販売にも影響をあたえ、ＲＶマーケット業界及びボー

ト業界への販売が減少しておりますが、家具、コントラクト・マーケット、飛行機用の需要は増加しております。

この結果、家具・車輌用の売上高は６億円となりました。

③手袋用

ゴルフグローブは米国経済不振の影響により販売数量が横ばいで推移しており、国内向け手袋は商品企画の遅れに

より売上が減少しました。この結果、手袋用の売上は１億６千６百万円となりました。

④その他

ケース用として昨年度から投入している新商品の販売が好調のため、売上高は４千４百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の変動状況

総資産は35億５千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７千７百万円減少しました。これは、主に法人税

等の支払により１億７千５百万円減少したことによるものであり、流動負債のうち、未払法人税も同額減少しており

ます。これにより負債合計は13億３千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７千５百万円減少しました。

純資産は22億２千４百万円となり、前連結会計年度と比べ１百万円減少しました。これは、主に利益剰余金６百万

円の減少と為替換算調整勘定の増加５百万円によるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益１億８百万円の計上及び売上債権の減少などがあったものの、たな卸資産の増加及び仕入債務の減少等の要因に

より前連結会計年度末に比べ１億６千６百万円減少し、当第１四半期連結累計期間末には10億７千８百万円となり

ました。

　当第１四半期連結会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）

営業活動により使用した資金は６千７百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が１億８百

万円あったものの、たな卸資産の増加額２千５百万円、仕入債務の減少額７千万円、法人税等の支払額１億７千

５百万円などがあったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は１千９百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出１千２

百万円、無形固定資産の取得による支出２百万円などがあったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は８千万円となりました。これは借入金の返済１千２百万円及び配当金の支払６

千７百万円などがあったことによるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期における業績が計画通りに推移している現時点におきましては、平成20年５月９日に発表いたしまし

た業績予想に変更はありません。
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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）

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

①棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会年度末に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

②固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

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

　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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。

　②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　棚卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことにともない、原価法（収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　この結果、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ39,026千円減少しております。

　③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことにとも

ない、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。なお、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採

用しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に3,184千円、無形固定資産に16,323

千円計上され、営業利益は39千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ４千円増加しております。
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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 1,078,920 1,245,524

受取手形及び売掛金 789,579 804,205

製品 426,893 378,660

原材料 52,536 62,427

仕掛品 14,308 26,860

その他 103,106 154,423

流動資産合計 2,465,345 2,672,101

固定資産   

有形固定資産 ※  734,825 ※  742,904

無形固定資産 21,305 6,492

投資その他の資産 335,956 312,691

固定資産合計 1,092,088 1,062,088

資産合計 3,557,434 3,734,189

負債の部   

流動負債   

買掛金 289,392 359,419

1年内返済予定の長期借入金 650,760 50,760

未払法人税等 55,383 178,587

賞与引当金 52,100 36,800

役員賞与引当金 3,000 14,000

その他 112,882 108,263

流動負債合計 1,163,518 747,830

固定負債   

長期借入金 55,420 668,110

退職給付引当金 55,354 47,870

役員退職慰労引当金 25,784 24,501

その他 33,184 20,154

固定負債合計 169,742 760,636

負債合計 1,333,260 1,508,466



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 415,500 415,500

資本剰余金 240,120 240,120

利益剰余金 2,118,165 2,124,724

自己株式 △587,977 △587,713

株主資本合計 2,185,808 2,192,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,243 △558

為替換算調整勘定 △6,654 △11,666

評価・換算差額等合計 △7,898 △12,225

新株予約権 46,263 45,314

純資産合計 2,224,173 2,225,723

負債純資産合計 3,557,434 3,734,189



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 889,476

売上原価 664,943

売上総利益 224,532

販売費及び一般管理費 ※  130,455

営業利益 94,076

営業外収益  

受取利息 38

受取配当金 1,129

仕入割引 8,093

持分法による投資利益 14,167

その他 2,203

営業外収益合計 25,632

営業外費用  

支払利息 3,073

その他 1,219

営業外費用合計 4,293

経常利益 115,415

特別損失  

固定資産除却損 95

電話加入権評価損 1,056

製品クレーム損失 5,685

特別損失合計 6,837

税金等調整前四半期純利益 108,578

法人税、住民税及び事業税 68,206

法人税等調整額 △20,165

法人税等合計 48,041

四半期純利益 60,537



（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 108,578

減価償却費 24,945

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,300

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,483

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,283

固定資産除却損 95

電話加入権評価損 1,056

受取利息及び受取配当金 △1,168

支払利息 3,073

持分法による投資損益（△は益） △14,167

売上債権の増減額（△は増加） 14,625

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,790

仕入債務の増減額（△は減少） △70,027

その他 55,594

小計 109,882

利息及び配当金の受取額 1,168

利息の支払額 △3,073

法人税等の支払額 △175,448

営業活動によるキャッシュ・フロー △67,471

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 △12,239

無形固定資産の取得による支出 △2,400

その他 △4,448

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,087

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △12,690

自己株式の取得による支出 △263

配当金の支払額 △67,090

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,603

現金及び現金同等物の期首残高 1,245,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,078,920



（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

ａ．事業の種類別セグメント情報

　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）

　当連結グループは合成皮革製品の専門メーカーであり当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありま

せん。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

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）

北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 597,879 24,068 137,082 760,030

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 889,476

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
67.3 2.7 15.4 85.4

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各地域に属する主要国の内訳は次のとおりであります。

(1）北米………………米国

(2）ヨーロッパ………ドイツ、スイス、フランス

(3）東南アジア………タイ、韓国、台湾、中国、インドネシア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

４．海外売上高には、国内商社を通した輸出売上を含めております。

（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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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,016,384

Ⅱ　売上原価 680,714

売上総利益 335,670

Ⅲ　販売費及び一般管理費 126,561

報酬・給与　 52,002

研究開発費　 14,808

その他　 59,751

営業利益 209,109

Ⅳ　営業外収益 35,949

持分法による投資利益　 26,587

仕入割引　 6,292

その他　 3,370

Ⅴ　営業外費用 4,134

支払利息　 3,553

その他　 581

経常利益 240,924

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 240,924

税金費用 100,937

四半期純利益 139,986
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