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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 25,781 △12.1 △546 ― △361 ― △525 ―

20年3月期第3四半期 29,343 5.0 839 6.0 1,152 17.1 693 ―

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3四半期 △21.46 ―

20年3月期第3四半期 28.31 ―

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3四半期 39,279 25,297 63.7 1,021.24
20年3月期 41,751 26,187 61.9 1,055.07

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  25,019百万円 20年3月期  25,848百万円

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  有  

   現時点では、21年3月期の期末配当予想額は未定であります。  

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 31,500 △20.3 △1,200 ― △1,000 ― △1,000 ― △40.82

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、2-3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他 をご覧下さい。  

(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、2-3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他 をご覧下さい  

(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 
・期末配当予想額につきましては、現時点では未定とさせていただき、通期業績及び配当性向等を総合的に勘案した上でご提案させていただきます。詳細につきまして
は、本日公表の「配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、2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 をご覧下さい。 
・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3四半期  24,500,000株 20年3月期  24,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,105株 20年3月期  985株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  24,498,926株 20年3月期第3四半期  24,499,152株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的

金融危機に伴う個人消費の落ち込みなど実体経済への影響や円高進行に伴う国内輸出関連企業の業績悪化

等の影響から急激に減速し、景気は一層厳しい状況となりました。 

このような状況のもと、当企業グループは自動車市場の需要減少や住宅市場の低迷の影響などにより連

結売上高は257億８千１百万円と前年同期（293億４千３百万円）に比べ12.1％の減少となりました。 

売上高を用途別にみますと、車両用は、需要減少の影響と共和U.S.A.㈱解散により当該売上減少があり

143億７千３百万円と前年同期（164億９千５百万円）に比べ12.9％の減少となりました。壁装用、産業資

材用、および家具・履物・雑貨用は需要低迷により、壁装用41億２千９百万円と前年同期（42億６千８百

万円）に比べ3.3％の減少、産業資材用は33億６百万円と前年同期（41億９千８百万円）に比べ21.2％の

減少、家具・履物・雑貨用は、39億７千１百万円と前年同期（43億８千１百万円）に比べ9.4％の減少と

なりました。 

利益につきましては、総力を上げての内部改善や製品価格改定に努めてまいりましたが、急激な自動車

市場の需要減少や原材料価格・燃料価格の大幅な値上がりにより、連結経常損失は３億６千１百万円（前

年同期 連結経常利益11億５千２百万円）、連結四半期純損失は子会社の繰延税金資産を取崩した結果５

億２千５百万円(前年同期 連結四半期純利益６億９千３百万円）となりました。 
  

  

当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ5.9％減少し、392億７千９百万円となりました。 

資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べて4.6％減少し、182億３百万円となりました。これ

は主に受取手形や売掛金の減少などによります。固定資産は前連結会計年度末に比べて7.1％減少し、210

億７千５百万円となりました。 

負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べて11.1％減少し、115億７千２百万円となりまし

た。これは主に支払手形や買掛金の減少などによります。固定負債は前連結会計年度末に比べて5.6％減

少し、24億９百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて3.4％減少し、252億９千７百万円となりました。 
  

  

今後の見通しにつきましては、世界経済の一段の悪化による影響から国内景気は引き続き減速が予想さ

れ、経営環境は先行き不透明で極めて厳しい状況にあります。 

当企業グループの関連する市場におきましても、自動車市場の需要減少や住宅市場の低迷など厳しい経

営環境が続くと思われます。これらの状況を踏まえ平成21年１月26日に業績予想を下方修正しており、現

時点ではその業績予想に変更はありません。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

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
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② 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
  

③ 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、当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。 
  

④ 経過勘定項目の算定方法 

一部の経過勘定項目について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっておりま

す。 
  

⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判定に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が

なく、かつ、一時差異の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算

において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結

会計年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、又は、一時差異の発生状況に著しい変化が認

められた場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
  

⑥ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去 

当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わな

いで債権と債務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引を相殺消去 

取引金額に差異がある場合で、当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額にあわせる方

法により相殺消去しております。 

  
⑦ 未実現損益の消去 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引にかかる損益率を合理的

に見積もって計算しております。 
  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準適用指針第14号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益、経常利益、税金等調整

前四半期純利益がそれぞれ66百万円減少しております。 

(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
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,127 3,874

受取手形及び売掛金 8,485 10,517

有価証券 2,346 994

商品及び製品 1,503 1,412

仕掛品 567 792

原材料及び貯蔵品 872 944

繰延税金資産 899 435

その他 555 267

貸倒引当金 △154 △163

流動資産合計 18,203 19,074

固定資産   

有形固定資産 10,977 11,453

無形固定資産 389 490

投資その他の資産   

投資有価証券 7,779 8,143

その他 2,250 3,048

貸倒引当金 △321 △457

投資その他の資産合計 9,708 10,733

固定資産合計 21,075 22,676

資産合計 39,279 41,751
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,082 9,559

未払法人税等 37 404

引当金 45 63

その他 2,406 2,984

流動負債合計 11,572 13,012

固定負債   

退職給付引当金 2,257 2,379

その他の引当金 152 171

固定負債合計 2,409 2,551

負債合計 13,981 15,564

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,810 1,810

資本剰余金 1,586 1,586

利益剰余金 21,526 22,322

自己株式 △0 △0

株主資本合計 24,923 25,718

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 58

為替換算調整勘定 66 71

評価・換算差額等合計 96 129

少数株主持分 278 338

純資産合計 25,297 26,187

負債純資産合計 39,279 41,751
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 25,781

売上原価 22,149

売上総利益 3,631

販売費及び一般管理費 4,178

営業損失（△） △546

営業外収益  

受取利息 93

受取配当金 15

持分法による投資利益 92

その他 99

営業外収益合計 301

営業外費用  

売上割引 55

その他 60

営業外費用合計 115

経常損失（△） △361

税金等調整前四半期純損失（△） △361

法人税等 223

少数株主損失（△） △59

四半期純損失（△） △525
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

１．事業の種類別セグメント情報 

当企業グループ（当社および連結子会社）は、その主な事業として各種合成表皮材の製造ならびに販

売を行っております。 

各種合成表皮材の売上高・営業利益とも売上高・営業利益の額の90％超であるため、事業の種類別セ

グメント情報は開示しておりません。 

  

２．所在地別セグメント情報 

全セグメントの売上高の合計に占める本国の割合がいずれも90％超であるため所在地別セグメント情

報は開示しておりません。 

  

３．海外売上高 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
（注）１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) ア ジ ア  … 中国、韓国等 

(2) 北  米   … 米国 

(3) その他の地域 … イギリス等 

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

  

当第３四半期連結累計期間において269百万円の剰余金の配当を行っております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

区   分 アジア 北 米 その他の地域 計

 海外売上高(百万円) 1,592 1,452 744 3,789

 連結売上高(百万円) ― ― ― 25,781

 連結売上高に占める 
 海外売上高の割合(％)

6.2 5.6 2.9 14.7

(5) 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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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日

  至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 29,343

Ⅱ 売上原価 24,253

   売上総利益 5,090

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,250

   営業利益 839

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 191

 ２ その他 287 479

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 0

 ２ その他 164 165

   経常利益 1,152

   税金等調整前 
     四半期純利益

1,152

   法人税等 464

   少数株主利益 △4

   四半期純利益 693
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