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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 6,136 ― △120 ― △119 ― △113 ―

20年3月期第3四半期 7,265 △0.7 215 21.3 174 11.1 518 404.0

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 △8.10 ―

20年3月期第3四半期 37.04 ―

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3四半期 7,723 2,143 27.8 153.21
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3四半期  2,143百万円 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） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 7,460 △20.4 △455 ― △450 ― △310 ― △22.16

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 
 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。  

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3四半期 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3四半期 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3四半期 13,990,554株 20年3月期第3四半期 13,992,267株
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当第３四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
市場危機による株価の下落、急激な円高に伴う輸出の減少、企業の設備投資の削減、更には雇用・所得環
境の厳しさから個人消費が落ち込む等、景気は悪化したまま推移しました。 
 当社グループに関連する印刷、自動車、衣料業界におきましても、原材料価格の高騰や購買意欲の低
下、在庫調整による需要の減少等、経済環境の厳しさが一段と増しております。  
 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３四半期連結累計期間の売上高は61億36百万円となりました。利益面におきましては、
経常損失は１億19百万円となりました。四半期純損失は、１億13百万円となりました。  
（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、19億59百万円となりました。  
（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、７億77百万円となりました。  
 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、輸出を主としたアウトドアやカジ
ュアル衣料用素材及びケース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、24億37百万円となりました。  
 これらの結果、レザー部門全体の売上高は、32億15百万円となりました。  
（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、９億62百万円となりました。  
  

(資産) 
 流動資産は、前連結会計年度末に比べて３億62百万円増加し、40億46百万円となりました。これは、主
として、「その他」の短期貸付金が４億24百万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４億85万円増加し、36億76百万円となりました。これは、主と
して、有形固定資産が５億26百万円増加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７億39百万円増加し、45億１百万円となりました。これは、主
として、未払金が５億81百万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３億94百万円増加し、10億78百万円となりました。これは、主
として、「その他」のリース債務が３億94百万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２億55百万円減少し、21億43百万円となりました。これは、
主として、利益剰余金が１億83百万円、その他有価証券評価差額金が72百万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10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21年１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 143,837 255,680

受取手形及び売掛金 1,623,986 1,853,471

商品 53,535 53,115

製品 628,094 590,964

原材料 252,809 221,031

仕掛品 392,031 415,688

貯蔵品 49,229 50,353

その他 911,312 257,829

貸倒引当金 △8,077 △13,740

流動資産合計 4,046,760 3,684,395

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,042,044 1,036,607

機械装置及び運搬具（純額） 839,319 981,588

その他（純額） 1,385,507 684,123

有形固定資産合計 3,266,870 2,702,319

無形固定資産 18,413 19,590

投資その他の資産 391,613 469,589

固定資産合計 3,676,898 3,191,499

資産合計 7,723,658 6,875,894

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,677,169 2,029,408

短期借入金 1,585,000 1,010,000

未払法人税等 3,054 121,209

賞与引当金 71,685 162,602

未払金 806,484 225,132

その他 358,019 193,766

流動負債合計 4,501,413 3,742,120

固定負債   

長期借入金 585,000 620,000

退職給付引当金 39,786 33,693

役員退職慰労引当金 38,440 30,664

その他 415,492 50,069

固定負債合計 1,078,720 734,426

負債合計 5,580,134 4,476,546
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（単位：千円）

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) 

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 1,376,195 1,559,515

自己株式 △1,764 △1,537

株主資本合計 2,143,183 2,326,730

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 341 72,617

評価・換算差額等合計 341 72,617

純資産合計 2,143,524 2,399,347

負債純資産合計 7,723,658 6,875,894
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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：千円）

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 6,136,694

売上原価 5,452,683

売上総利益 684,010

販売費及び一般管理費 804,391

営業損失（△） △120,380

営業外収益  

受取利息 1,275

受取配当金 7,637

持分法による投資利益 137

受取補償金 16,858

その他 16,969

営業外収益合計 42,877

営業外費用  

支払利息 30,171

その他 11,411

営業外費用合計 41,582

経常損失（△） △119,085

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7,938

特別利益合計 7,938

特別損失  

固定資産除却損 43,787

たな卸資産評価損 36,737

その他 9,765

特別損失合計 90,289

税金等調整前四半期純損失（△） △201,436

法人税、住民税及び事業税 6,648

法人税等調整額 △94,724

法人税等合計 △88,075

四半期純損失（△） △113,361
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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) 

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（△） △201,436

減価償却費 336,387

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,093

賞与引当金の増減額（△は減少） △90,917

受取利息及び受取配当金 △8,913

支払利息 30,171

売上債権の増減額（△は増加） 229,485

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,547

仕入債務の増減額（△は減少） △352,239

その他 △48,099

小計 △144,015

利息及び配当金の受取額 8,913

利息の支払額 △29,402

法人税等の支払額 △132,903

営業活動によるキャッシュ・フロー △297,408

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 △348,706

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 △2,691

その他 641

投資活動によるキャッシュ・フロー △355,506

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

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △360,000

借入れによる収入 500,000

リース債務の返済による支出 △8,075

自己株式の取得による支出 △227

配当金の支払額 △70,275

財務活動によるキャッシュ・フロー 961,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 308,506

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 653,612
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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３四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３四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３四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）

生産高（千円）

 クロス 1,557,834

 ビニルレザー 718,828

 合成皮革 2,061,632

 その他 863,303

 合  計  5,201,598

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）

受注高（千円）

 クロス 1,912,906

 ビニルレザー 686,961

 合成皮革 2,268,618

 その他 983,397

 合  計  5,851,884

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）

販売高（千円）

 クロス 1,959,108

 ビニルレザー 777,927

 合成皮革 2,437,114

 その他 962,543

 合  計  6,136,694
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