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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 1,708 △14.7 129 △64.4 171 △60.9 89 △64.0

20年3月期第2四半期 2,002 6.2 362 37.4 439 31.3 247 27.8

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 15.95 ―

20年3月期第2四半期 44.25 ―

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 3,550 2,251 62.1 402.73
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2四半期  2,204百万円 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  有  
 

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 3,260 △14.9 180 △69.1 255 △65.4 133 △67.3 23.79

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、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） 

（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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、業績予想に関する事項は、3ページ「定性的情報・財務諸表等 3.連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
 ２．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。  

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  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2四半期  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2四半期  5,591,081株 20年3月期第2四半期  5,591,581株



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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国におけるサブプライム・ローン問題に端を発した金融不安

が表面化し、株価の低迷、継続する原油・資材価格の高騰による景況感の悪化は見通しの立たない情勢が続いており

ます。

　このような状況のもとで、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、低迷する個人消費のな

かで市場のニーズをとらえ、顧客との連携強化による安定市場の拡大、既存用途の改良による市場開拓を進めてまい

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17億８百万円、営業利益は１億２千９百万円、経常利益は１億７

千１百万円、四半期純利益は８千９百万円となりました。

用途別売上の概況は、次のとおりであります。

①衣料用

衣料業界の不振は依然として続いており、新商品"DENIM"、"ROSSA"の顧客評価は高いものの、売上の増加にはい

たっておりません。この結果、衣料用の売上高は１億４千１百万円となりました。

②家具・車輌用

米国向けの家具用や自動車、航空機の内装用は好調に推移したものの、RV、レジャーボートは大幅に減少してお

ります。この結果、家具・車輌用の売上高は11億２百万円となりました。

③手袋用

米国経済における個人消費の低迷やハリケーンや山火事等の天災の影響によりゴルフ用品の販売不振が懸念され

ておりましたが、売上は堅調に推移いたしました。この結果、手袋用の売上高は３億６千１百万円となりました。

④その他

ケース用に昨年度より投入している新商品の販売が堅調に推移した結果、その他の売上高は７千７百万円となり

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

　当第２四半期会計期間末の財政状態は、総資産が35億５千万円（前連結会計年度末比１億８千２百万円減少）と

なりました。主な減少は、売掛金の減少４千５百万円、未収消費税等の減少９千１百万円、保険料積立金の減少７

百万円、関係会社短期貸付金の減少１千万円であります。負債総額は12億９千９百万円（前連結会計年度末比２億

９百万円減少）となりました。主な減少は、未払法人税等の減少１億６百万円、買掛金の減少１億７百万円であり

ます。純資産は22億５千１百万円（前連結会計年度末比２千５百万円増加）となり自己資本比率は62.1％となりま

した。主な増減は、配当金の支払６千７百万円、四半期純利益の計上８千９百万円などによるものであります。

　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より８

千１百万円減少し、11億６千３百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は２千５百万円（前年同期比３億６百万円減少）

となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が１億６千３百万円、売上債権の減少額が４千５百万円、減

価償却費が５千万円あったものの、仕入債務の減少額１億７百万円、法人税等の支払額１億７千万円等があった

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）

当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は１千４百万円（前年同期比１千６百万円増加）

となりました。これは、主として有形固定資産の取得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）

当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は９千２百万円（前年同期比１億円増加）となり

ました。これは、配当金の支払及び長期借入金の返済によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　第２四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、平成20年５月９日付当社「平成20年３月期決算短信」にて

発表しました平成21年３月期の業績予想を修正しております。

　詳細に付きまして本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

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

　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、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。

　これにより、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29,046千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。　

　これにより、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結会計期間末のリース資産が有形固定資産に

3,379千円、無形固定資産に17,213千円計上され、当第２四半期連結累計期間の営業利益は78千円、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ９千円増加しております。

－ 2 －



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 1,163,579 1,245,524

受取手形及び売掛金 758,531 804,205

製品 390,681 378,660

原材料 51,461 62,427

仕掛品 21,995 26,860

その他 103,548 154,423

流動資産合計 2,489,797 2,672,101

固定資産   

有形固定資産 721,734 742,904

無形固定資産 22,850 6,492

投資その他の資産 316,350 312,691

固定資産合計 1,060,935 1,062,088

資産合計 3,550,733 3,734,189

負債の部   

流動負債   

買掛金 251,862 359,419

1年内返済予定の長期借入金 650,760 50,760

未払法人税等 71,896 178,587

賞与引当金 47,400 36,800

役員賞与引当金 6,000 14,000

その他 108,362 108,263

流動負債合計 1,136,281 747,830

固定負債   

長期借入金 42,730 668,110

退職給付引当金 59,909 47,870

役員退職慰労引当金 23,708 24,501

その他 36,506 20,154

固定負債合計 162,854 760,636

負債合計 1,299,135 1,508,466



（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) 

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 2,146,794 2,124,724

自己株式 △587,977 △587,713

株主資本合計 2,214,436 2,192,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,947 △558

為替換算調整勘定 △7,113 △11,666

評価・換算差額等合計 △10,061 △12,225

新株予約権 47,221 45,314

純資産合計 2,251,597 2,225,723

負債純資産合計 3,550,733 3,734,189



（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 1,708,441

売上原価 1,312,239

売上総利益 396,201

販売費及び一般管理費 266,933

営業利益 129,267

営業外収益  

受取利息 1,181

受取配当金 1,214

仕入割引 14,052

持分法による投資利益 27,820

その他 8,735

営業外収益合計 53,004

営業外費用  

支払利息 6,309

その他 4,074

営業外費用合計 10,383

経常利益 171,888

特別損失  

固定資産除却損 1,856

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 8,597

税金等調整前四半期純利益 163,291

法人税、住民税及び事業税 87,734

法人税等調整額 △13,608

法人税等合計 74,125

四半期純利益 89,165



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 818,965

売上原価 647,296

売上総利益 171,668

販売費及び一般管理費 136,478

営業利益 35,190

営業外収益  

受取利息 1,143

受取配当金 84

仕入割引 5,959

持分法による投資利益 13,653

その他 6,531

営業外収益合計 27,372

営業外費用  

支払利息 3,235

その他 2,854

営業外費用合計 6,090

経常利益 56,472

特別損失  

固定資産除却損 1,760

特別損失合計 1,760

税金等調整前四半期純利益 54,712

法人税、住民税及び事業税 19,527

法人税等調整額 6,556

法人税等合計 26,084

四半期純利益 28,628



（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利益 163,291

減価償却費 50,803

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,600

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,039

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △793

固定資産除却損 1,856

電話加入権評価損 1,056

受取利息及び受取配当金 △2,331

支払利息 6,309

持分法による投資損益（△は益） △27,820

売上債権の増減額（△は増加） 45,674

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,809

仕入債務の増減額（△は減少） △107,557

その他 30,591

小計 179,526

利息及び配当金の受取額 22,669

利息の支払額 △6,309

法人税等の支払額 △170,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,591

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 △27,823

無形固定資産の取得による支出 △3,866

その他 16,895

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,794

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 △25,380

自己株式の取得による支出 △263

配当金の支払額 △67,098

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,944

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 1,163,579



　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

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　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）

　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。

〔所在地別セグメント情報〕

　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）

　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。

〔海外売上高〕

　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）

北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,095,197 46,667 284,336 1,426,200

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 1,708,441

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
64.1 2.7 16.6 83.5

　（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。

６．その他の情報

　該当事項はありません。

 

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

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）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  2,002,145 100.0

Ⅱ　売上原価  1,379,469 68.9

売上総利益  622,675 31.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  260,031 13.0

営業利益  362,643 18.1

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 2,365   

２．受取配当金 1,176   

３．持分法による投資利益　 62,994   

４．仕入割引　 13,608   

５．その他 3,816 83,962 4.2

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 6,756   

２．その他 698 7,455 0.4

経常利益  439,150 21.9

Ⅵ　特別利益 － － －

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 233   

２．その他 1,711 1,945 0.1

税金等調整前中間純利益  437,204 21.8

法人税、住民税及び事業税 203,479   

法人税等調整額 △13,710 189,768 9.4

中間純利益  247,436 12.4

－ 2 －



（２）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

税金等調整前中間純利益 437,204

減価償却費　 49,109

賞与引当金の増減額（△は
減少）　

5,100

役員賞与引当金の増減額
（△は減少）　

△7,500

退職給付引当金の増減額
（△は減少）　

4,710

役員退職慰労引当金の増減
額（△は減少）　

2,561

固定資産除却損　 233

受取利息及び受取配当金　 △3,496

支払利息　 6,756

持分法による投資損益（△
は益）　

△62,994

売上債権の増減額（△は増
加）　

△110,488

たな卸資産の増減額（△は
増加）　

△24,031

仕入債務の増減額（△は減
少）　

28,884

その他　 43,226

小計 369,276

利息及び配当金の受取額　 63,150

利息の支払額　 △6,756

法人税等の支払額　 △93,363

営業活動によるキャッシュ・
フロー

332,306

Ⅱ　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　

△37,538

無形固定資産の取得による
支出　

△1,740

その他　 7,600

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△31,677

－ 3 －



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）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の返済による支
出　

△100,000

長期借入金の返済による支
出　

△25,380

自己株式の取得による支出
　

△342

配当金の支払額　 △67,106

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△192,829

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 107,799

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

880,533

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

988,332

－ 4 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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）

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。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

　　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。

〔海外売上高〕

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）

 北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,348,209 40,172 392,626 1,781,008

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － 2,002,145

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
67.3 2.0 19.6 89.0

－ 5 －
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