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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 2,303 ― 107 ― 160 ― 75 ―

20年3月期第3四半期 3,048 11.7 522 49.6 648 45.7 370 46.8

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3四半期 13.59 ―

20年3月期第3四半期 66.30 ―

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 3,397 2,234 64.3 391.04
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3四半期  2,186百万円 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  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 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、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3四半期  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3四半期  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3四半期  5,591,002株 20年3月期第3四半期  5,591,567株



 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な不況による経済の低迷をうけ、個人消費、雇用、設備

投資はいずれも減少し、先行きの見えない不透明な状況で推移しております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、原油高による原材料価格高騰の影響が依然として続くなか、主力

市場である米国の販売低迷や急激な円高の影響をうけ売上高が減少しております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は23億３百万円、営業利益が１億７百万円、経常利益が１億６千万

円、四半期純利益は７千５百万円となりました。 

 用途別売上の概況は、次のとおりであります。 

①衣料用 

新商品「デニム」、「ロッサ」は市場での反響はあったものの、ファッショントレンドの低迷による需要の減少

は受注及び販売の増加にはいたりませんでした。 

この結果、衣料用の売上高は１億７千９百万円となりました。 

②家具・車輌用 

国内向けの家具・車輌用の販売は横ばいで推移したものの、主力販売先である米国経済の個人消費低迷をうけ、

ＲＶ用、コントラクト・マーケット向けの販売が減少し、売上が低迷いたしました。  

この結果、家具・車輌用の売上高は14億７千３百万円となりました。 

③手袋用 

ゴルフ手袋用の販売は堅調に推移し、スポーツ手袋用は新商品「ＵＬＴＩＭＡＴＥ」を投入し販売増をはかりま

した。 

この結果、手袋用の売上高は５億３百万円となりました。 

④その他 

ラッピング用途向けは世界的な景気減速の影響をうけ、売上が減少しております。市場のニーズに合わせて、ス

エードタイプ、ナッパタイプの廉価商品を投入し、需要の喚起を促しましたが、販売高の増加にはいたっておりま

せん。  

この結果、その他の売上高は１億８百万円となりました。 

（１）財政状態の変動状況 

 当第３四半期会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ総資産が33億９千７百万円となりました。主な減

少は、法人税等の支払いによる現預金の減少３億７百万円、売掛金の減少２億４千２百万円、未収消費税等の減少３

千万円、役員保険料積立金の減少１千４百万円、関係会社短期貸付金の減少１千万円であります。負債総額は前連結

会計年度末に比べ３億４千４百万円減少の11億６千３百万円となりました。主な減少は、未払法人税等の減少１億７

百万円、買掛金の減少１億２千８百万円、長期借入金の返済３千８百万円であります。純資産は22億３千４百万円と

なり自己資本比率は64.3％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１億４千７

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３四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１億

９千２百万円減少し、10億５千３百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は３千１百万円となりました。これは、税金等調整

前四半期純利益が１億４千７百万円、売上債権の減少額２億４千２百万円、減価償却費７千８百万円があったもの

の、たな卸資産の増加額６千４百万円、仕入債務の減少額１億２千８百万円、法人税等の支払額３億７百万円があっ

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３四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５千５百万円となりました。これは主として有

形・無形固定資産の取得による支出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３四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１億５百万円となりました。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。 

  

 当第３四半期における業績におきましては、平成20年11月７日に発表いたしました業績予想に変更はありませ

ん。  

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 



  

 該当事項はありません。  

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、第２四半期連結会計期間

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。 

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 

①四半期会計基準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30,199千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、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2,794千円、無形固定資産に

14,543千円計上され、営業利益は118千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ14千円増加して

おります。  



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 1,053,505 1,245,524

受取手形及び売掛金 561,815 804,205

製品 455,921 378,660

原材料 54,741 62,427

仕掛品 21,325 26,860

その他 194,832 154,423

流動資産合計 2,342,142 2,672,101

固定資産   

有形固定資産 722,987 742,904

無形固定資産 26,432 6,492

投資その他の資産 306,394 312,691

固定資産合計 1,055,813 1,062,088

資産合計 3,397,956 3,734,189

負債の部   

流動負債   

買掛金 230,442 359,419

1年内返済予定の長期借入金 650,760 50,760

未払法人税等 8,132 178,587

賞与引当金 12,900 36,800

役員賞与引当金 6,000 14,000

その他 97,230 108,263

流動負債合計 1,005,465 747,830

固定負債   

長期借入金 30,040 668,110

退職給付引当金 66,153 47,870

役員退職慰労引当金 24,969 24,501

その他 36,877 20,154

固定負債合計 158,040 760,636

負債合計 1,163,505 1,508,466



（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 415,500 415,500

資本剰余金 240,120 240,120

利益剰余金 2,133,604 2,124,724

自己株式 △587,977 △587,713

株主資本合計 2,201,247 2,192,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,579 △558

為替換算調整勘定 △11,398 △11,666

評価・換算差額等合計 △14,978 △12,225

新株予約権 48,180 45,314

純資産合計 2,234,450 2,225,723

負債純資産合計 3,397,956 3,734,189



（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 2,303,172

売上原価 1,812,653

売上総利益 490,518

販売費及び一般管理費 383,479

営業利益 107,039

営業外収益  

受取利息 1,215

受取配当金 1,220

仕入割引 19,912

持分法による投資利益 38,321

その他 8,746

営業外収益合計 69,416

営業外費用  

支払利息 9,332

為替差損 4,594

その他 2,035

営業外費用合計 15,962

経常利益 160,493

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

訴訟和解金 4,500

特別損失合計 13,097

税金等調整前四半期純利益 147,396

法人税、住民税及び事業税 59,687

法人税等調整額 11,732

法人税等合計 71,419

四半期純利益 75,976



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 594,730

売上原価 500,413

売上総利益 94,317

販売費及び一般管理費 116,545

営業損失（△） △22,227

営業外収益  

受取利息 33

受取配当金 6

仕入割引 5,860

持分法による投資利益 10,500

その他 10

営業外収益合計 16,411

営業外費用  

支払利息 3,023

為替差損 2,541

その他 13

営業外費用合計 5,578

経常損失（△） △11,395

特別損失  

訴訟和解金 4,500

特別損失合計 4,500

税金等調整前四半期純損失（△） △15,895

法人税、住民税及び事業税 △28,046

法人税等調整額 25,340

法人税等合計 △2,705

四半期純損失（△） △13,189



（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利益 147,396

減価償却費 78,240

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,900

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） 18,283

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 468

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 △2,370

支払利息 9,332

持分法による投資損益（△は益） △38,321

売上債権の増減額（△は増加） 242,389

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,040

仕入債務の増減額（△は減少） △128,977

その他 11,314

小計 244,726

利息及び配当金の受取額 40,913

利息の支払額 △9,332

法人税等の支払額 △307,368

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,061

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 △51,834

無形固定資産の取得による支出 △16,195

その他 12,504

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,524

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 △38,070

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 △105,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △192,018

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 1,053,505



 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。 

  

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） 

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。 

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） 

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。 

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。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,465,604  63,438  395,189  1,924,232

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,303,172

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 63.6  2.8  17.2  83.5

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

   

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  3,048

Ⅱ 売上原価  2,135

売上総利益  912

Ⅲ 販売費及び一般管理費  390

 報酬・給与  161

 研究開発費  49

 その他  179

営業利益  522

Ⅳ 営業外収益  137

 持分法による投資利益  95

 仕入割引  20

 その他  20

Ⅴ 営業外費用  10

 支払利息  9

 その他  0

経常利益  648

Ⅵ 特別利益 －

Ⅶ 特別損失  3

 固定資産除却損  1

 製品クレーム損失  1

税金等調整前四半期純利益  645

税金費用  274

四半期純利益  370



前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。  

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31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。 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

  北米 欧州 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,017,662  63,063  636,434  2,717,160

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  3,048,295

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
66.2 2.1 20.9 89.1 

６．その他の情報 
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