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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 4,417 ― △2 ― 6 ― △45 ―

20年3月期第2四半期 4,902 △4.1 142 △14.3 109 △30.0 509 426.8

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2四半期 △3.22 ―

20年3月期第2四半期 36.41 ―

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2四半期 7,276 2,254 31.0 161.12
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2四半期  2,254百万円 20年3月期  2,399百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 8,530 △8.9 25 △89.5 45 △76.7 △25 ― △1.79

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２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をごらんください。  

(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） 

（注）詳細は２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） 

※ 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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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2四半期 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2四半期 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2四半期 13,990,674株 20年3月期第2四半期 13,992,504株
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当第２四半期連結累計期間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
市場の混乱に加え、原油をはじめとする原材料価格の一段の高騰は、諸物価の上昇にもつながり個人消費
の停滞感などから、景気の先行き不透明感は高まり、総じて景気は足踏み状態から後退局面となりまし
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き更なる業務改革、財務改革に取り組んで
まいりました。  
 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は44億17百万円となりました。利益面におきましては、
経常利益は６百万円となりました。四半期純利益については、固定資産除却損40百万円及びたな卸資産評
価損36百万円の特別損失を計上した結果、45百万円の四半期純損失となりました。  
（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、大きく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、13億16百万円となりました。  
（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、５億70百万円となりました。  
 合成皮革は介護用素材やスポーツ手袋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、合成皮革の売上高は、18億60百万円となりま
した。  
 この結果、レザー部門全体の売上高は、24億31百万円となりました。  
（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、６億69百万円となりました。  
  

(資産) 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて２億96百万円増加し、39億80百万円となりました。これは、主
として、売掛金が２億14百万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１億３百万円増加し、32億95百万円となりました。これは、主
として、有形固定資産が１億62百万円増加し、投資有価証券が49百万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７億46百万円増加し、44億88百万円となりました。これは、主
として、短期借入金が５億50百万円、未払金が１億14百万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２億円減少し、５億33百万円となりました。これは、主とし
て、長期借入金が１億90百万円減少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１億45百万円減少し、22億54百万円となりました。これは、
主として、利益剰余金が１億14百万円減少したこと等によります。 
  

最近の業績動向を踏まえ、平成20年７月31日発表の「平成21年３月期の通期の連結業績予想」を修正し
ています。詳細につきましては、平成20年10月29日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照
ください。 
  
  

該当事項はありません。 
  

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計算する
方法によっています。 

  

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。 

  

・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

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

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 212,626 255,680 

受取手形及び売掛金 2,060,475 1,853,471 

商品 63,657 53,115 

製品 566,085 590,964 

原材料 242,533 221,031 

仕掛品 414,379 415,688 

貯蔵品 53,249 50,353 

その他 377,638 257,829 

貸倒引当金 △9,650 △13,740 

流動資産合計 3,980,994 3,684,395 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 1,070,556 1,036,607 

機械装置及び運搬具（純額） 907,950 981,588 

その他（純額） 886,057 684,123 

有形固定資産合計 2,864,565 2,702,319 

無形固定資産 18,803 19,590 

投資その他の資産 412,008 469,589 

固定資産合計 3,295,376 3,191,499 

資産合計 7,276,371 6,875,894 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,101,211 2,029,408 

短期借入金 1,560,000 1,010,000 

未払法人税等 7,834 121,209 

賞与引当金 149,692 162,602 

その他 669,907 418,899 

流動負債合計 4,488,646 3,742,120 

固定負債 

長期借入金 430,000 620,000 

退職給付引当金 37,535 33,693 

役員退職慰労引当金 35,848 30,664 

その他 30,239 50,069 

固定負債合計 533,624 734,426 

負債合計 5,022,270 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 1,444,527 1,559,515 

自己株式 △1,764 △1,537 

株主資本合計 2,211,515 2,326,730 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 42,585 72,617 

評価・換算差額等合計 42,585 72,617 

純資産合計 2,254,100 2,399,347 

負債純資産合計 7,276,371 6,875,894 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,417,837 

売上原価 3,875,284 

売上総利益 542,552 

販売費及び一般管理費 545,416 

営業損失（△） △2,864 

営業外収益 

受取利息 717 

受取配当金 4,564 

持分法による投資利益 599 

受取補償金 16,858 

その他 10,960 

営業外収益合計 33,700 

営業外費用 

支払利息 19,228 

その他 5,325 

営業外費用合計 24,554 

経常利益 6,281 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 4,400 

特別利益合計 4,400 

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 9,765 

特別損失合計 86,535 

税金等調整前四半期純損失（△） △75,854 

法人税、住民税及び事業税 3,594 

法人税等調整額 △34,419 

法人税等合計 △30,825 

四半期純損失（△） △45,028 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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損失（△） △75,854 

減価償却費 221,212 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,842 

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,909 

受取利息及び受取配当金 △5,281 

支払利息 19,228 

売上債権の増減額（△は増加） △207,003 

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,751 

仕入債務の増減額（△は減少） 71,802 

その他 △25,735 

小計 △19,449 

利息及び配当金の受取額 5,281 

利息の支払額 △18,171 

法人税等の支払額 △126,069 

営業活動によるキャッシュ・フロー △158,408 

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 △112,123 

固定資産の除却による支出 △4,750 

投資有価証券の取得による支出 △1,719 

その他 1,161 

投資活動によるキャッシュ・フロー △117,432 

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） 600,000 

長期借入金の返済による支出 △240,000 

自己株式の取得による支出 △227 

配当金の支払額 △69,607 

財務活動によるキャッシュ・フロー 290,165 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,324 

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 359,430 

東洋クロス株式会社（３５５２）平成21年３月期　第２四半期決算短信

5



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。 

  

該当事項なし 

  

[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ます。当四半期連結累計期間及び前四半期累計期間に
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]  
 当四半期連結累計期間及び前四半期累計期間において、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。  
  

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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(要約) 前中間連結損益計算書 

「参考」

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,902,843

Ⅱ 売上原価 4,168,849

     売上総利益 733,994

Ⅲ 販売費及び一般管理費 591,149

     営業利益 142,844

Ⅳ 営業外収益 13,714

 １ 受取利息 1,084

 ２ 受取配当金 3,887

 ３ 持分法による投資利益 2,100

 ４ その他 6,642

Ⅴ 営業外費用 47,223

 １ 支払利息 25,264

 ２ 固定資産除却損 18,472

 ３ その他 3,486

     経常利益 109,335

Ⅵ 特別利益 1,926,573

  収用による土地売却益・移転補償差益 1,926,573

Ⅶ 特別損失 1,198,859

 １ 減損損失 715,829

 ２ 固定資産圧縮損 264,315

 ３ 棚卸資産廃棄損 192,734

 ４ その他 25,979

  税金等調整前中間純利益 837,049

  法人税、住民税及び事業税 395,641

  法人税等調整額 △ 68,037

  中間純利益 509,445
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(要約) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９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 税金等調整前中間純利益 837,049

 ２ 減価償却費 195,606

 ３ 退職給付引当金の増加額 9,273

 ４ 賞与引当金の増加額 18,105

 ５ 受取利息及び受取配当金 △ 4,972

 ６ 支払利息 25,264

 ７ 売上債権の増加額 △660,891

 ８ たな卸資産の減少額 165,237

 ９ 仕入債務の増加額 495,156

 10 固定資産圧縮損 264,315

 11 減損損失 715,829

 12 収用による土地売却益・移転補償差益 △ 1,926,573

 13 その他 64,957

 小計 198,360

 14 利息及び配当金の受取額 4,972

 15 利息の支払額 △24,013

 16 法人税等の支払額 △25,135

 営業活動によるキャッシュ・フロー 154,183

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 関係会社預け金の預入による支出 △ 430,000

 ２ 関係会社預け金の払出による収入 230,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △449,047

 ４ 固定資産の解体撤去による支出 △24,599

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △1,658

 ６ 収用による支出 △76,335

 ７ 収用による収入 541,273

 ８ その他 △3,254

 投資活動によるキャッシュ・フロー △213,620

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入による収入 200,000

 ２ 長期借入金の返済による支出 △260,000

 ３ 配当金の支払額 △69,474

 ４ その他 △27

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 129,502

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △188,938

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中間期末残高 464,365
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 (１) 生産実績 

 当第２四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。 

 
（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) 受注実績 

当第２四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。 

 
(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２四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。 

 
(注) 上記金額には消費税は含まれておりません。 

  

  

6．生産、受注及び販売の状況

当第２四半期連結累計期間

         （自 平成20年４月１日

           至 平成20年９月30日）

生産高（千円）

 クロス 1,041,593

 ビニルレザー 520,940

 合成皮革 1,526,251

 その他 586,066

 合  計  3,674,851

当第２四半期連結累計期間

        （自 平成20年４月１日

          至 平成20年９月30日）

受注高（千円）

 クロス 1,291,278

 ビニルレザー 530,165

 合成皮革 1,736,485

 その他 652,181

 合  計  4,210,111

当第２四半期連結累計期間

        （自 平成20年４月１日

          至 平成20年９月30日）

販売高（千円）

 クロス 1,316,626

 ビニルレザー 570,879

 合成皮革 1,860,937

 その他 669,393

 合  計  4,417,837
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