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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 30,665 △22.4 △1,294 ― △1,026 ― △942 ―

20年3月期 39,505 4.1 1,261 △4.8 1,604 △3.3 964 213.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △38.47 ― △3.7 △2.7 △4.2

20年3月期 39.36 ― 3.8 3.8 3.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  74百万円 20年3月期  215百万円

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 34,131 24,757 71.7 999.20
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  24,479百万円 20年3月期  25,848百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 282 △1,153 △271 3,704
20年3月期 3,451 △2,317 △222 4,858

2.  配当の状況 

（注）現時点での平成22年3月期の配当予想については未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00 244 25.4 1.0
21年3月期 ― 5.00 ― 2.50 7.50 183 ― 0.7

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

12,000 △34.1 △950 ― △950 ― △650 ― △26.53

通期 28,000 △8.7 100 ― 200 ― 100 ― 4.08
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、17ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  1,165株 20年3月期  985株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 23,727 △23.8 △1,103 ― △789 ― △405 ―

20年3月期 31,128 3.3 1,043 5.5 1,321 △4.7 859 180.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △16.56 ―

20年3月期 35.07 ―

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 32,038 22,340 69.7 911.92
20年3月期 38,446 23,065 60.0 941.47

（参考） 自己資本 21年3月期  22,340百万円 20年3月期  23,065百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.平成22年3月期の配当予想については、今後の業績動向を見極めつつ提案したいと考えており、現時点では未定であります。 
2.上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の経済情勢や事業運営等内外の状況変化により、実
際の業績が記載の予想値と大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、3ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」
をご覧下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

8,900 △39.1 △900 ― △750 ― △450 ― △18.37

通期 21,000 △11.5 50 ― 200 ― 150 ― 6.12
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（当期の経営成績） 

当連結会計年度のわが国経済は、世界的金融危機に端を発した海外経済の悪化や急激な円高進行に伴

い、輸出や設備投資が大幅に減少し雇用情勢も悪化するなど、深刻な景気後退局面となりました。 

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、306億6千5百万円と前期（395億5百万円）に比べ22.4％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、需要の大幅な減少の影響とキョウワレザーU.S.A.㈱解散によ

る当該売上減少があり、161億2千3百万円と前期（225億1千5百万円）に比べ28.4％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、壁装用は54億円と前期（56億9

千2百万円）に比べ5.1％の減少、産業資材用は41億5千5百万円と前期（54億9千9百万円）に比べ24.4％

の減少、家具・履物・雑貨用は49億8千6百万円と前期（57億9千8百万円）に比べ14.0％の減少となりま

した。 

利益につきましては、総力を挙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、車両用製品

の急激な売上減少や原材料価格・燃料価格の年度前半の大幅な値上がりなどにより、10億2千6百万円の

連結経常損失（前期連結経常利益16億4百万円）となりました。また、子会社の繰延税金資産の取崩し

もあり、連結当期純損失は9億4千2百万円（前期連結純利益9億6千4百万円）となりました。 

  

（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機の長期化や世界景気の一層の下振れ懸念もあり、極

めて厳しい経営環境が続くものと思われます。 

このような状況の中、当企業グループといたしましては、材料の統廃合や歩留り向上による原材料費

の削減や生産プロセスの革新によるコスト競争力向上等の諸施策を積極的に推進し、連結売上高は280

億円、連結経常利益は2億円、連結当期純利益は1億円を次期業績として見込んでおります。 

  

当期末の総資産は前期末に比べ18.3％減少し、341億3千1百万円となりました。 

資産の部では、流動資産は前期末に比べ35.0％減少し、123億9千1百万円となりました。これは主と

して受取手形及び売掛金が減少したことなどによります。 

固定資産は前期末に比べ4.1％減少し、217億3千9百万円となりました。これは主として機械装置及び

運搬具が減少したことなどによります。 

負債の部では、流動負債は前期末に比べ46.4％減少し、69億7千1百万円となりました。これは主とし

て支払手形及び買掛金の減少などによります。 

固定負債は前期末に比べ5.8％減少し、24億2百万円となりました。これは主として退職給付引当金の

減少などによります。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 財政状態に関する分析

共和レザー株式会社（3553） 平成21年3月期 決算短信

3



純資産の部は、前期末に比べ5.5％減少し、247億5千7百万円となりました。これは主として利益剰余

金の減少などによります。 

  

当期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ11億5千3百万円減少し、37億4百万円となりま

した。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2億8千2百万円の増加となりました。 

これは主に減価償却費16億5千2百万円や税金等調整前当期純損失9億5千7百万円などによります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、11億5千3百万円の減少となりました。 

これは主に有形固定資産の取得による支出14億4千9百万円などによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、2億7千1百万円の減少となりました。 

これは主に配当金の支払いによります。 

  

当社は安定的な配当の継続を基本に、業績および配当性向等を総合的に勘案してまいりたいと考えて

おります。 

内部留保につきましては、将来にわたる株主の皆様への利益を確保するため積極的な事業展開を推進

し、企業体質の一層の強化・充実を図るための投資に充当したく存じます。 

当期の配当金につきましては、中間配当を1株につき5円とさせていただきましたが、期末配当は、業

績等の状況に鑑み、1株につき2円50銭とし、これにより年間配当としては前期に比べ2円50銭減配の1株

につき7円50銭とさせていただく予定です。 

次期の配当につきましては、今後の業績動向を見極めつつ提案したいと考えており、現時点では未定

であります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

共和レザー株式会社（3553） 平成21年3月期 決算短信
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当企業グループは、当社、子会社４社および関連会社４社で構成され、その主な事業は各種合成表皮材

の製造ならびに販売であります。 

また、主な製品の用途は車両用、壁装用、産業資材用および家具・履物・雑貨用であります。 

当企業グループの事業に係わる主要な会社の位置づけは次のとおりであります。 

なお、当社はその他の関係会社であるトヨタ自動車(株)に製品の一部を販売しております。 

  

 

2. 企業集団の状況

共和レザー株式会社（3553） 平成21年3月期 決算短信
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当企業グループは次に掲げる「経営理念」のもとに、経営・業務を変革し、お客様第一に徹した企業

を目指しております。 

  

① 「安全は全てに優先」の徹底をはかる。 

② 創造的研究開発と高度な技術力で、お客様のご要望にお応えする高品位な製品を提供する。 

③ 世界的視野に立った事業展開と効率的経営を通じて、業容を着実に拡大する。 

④ 社員の個性を重んじ多様な価値観を共存させ、オープンで活力のある企業風土をつくる。 

⑤ 人と地球に調和した企業活動を行い、かけがえのない地球環境を守る。 

  

当企業グループは既存分野の事業構造を再構築し、収益性の向上をはかるとともに、技術開発力をた

かめ、時代を先取りした創造的な新製品の開発及び販売力の強化、特に海外市場での拡販をさらに推し

進め、グローバルビジネスを展開してまいります。 

また、環境に関する国際規格ISO14001や品質に関する国際規格であるISO9001を展開し、引き続き地

球環境にやさしいものづくりと品質の保証に努めてまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略

共和レザー株式会社（3553） 平成21年3月期 決算短信
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,874 2,197 

受取手形及び売掛金 10,517 5,302 

有価証券 994 1,517 

たな卸資産 3,149 － 

商品及び製品 － 1,379 

仕掛品 － 545 

原材料及び貯蔵品 － 724 

繰延税金資産 435 292 

その他 267 527 

貸倒引当金 △163 △93 

流動資産合計 19,074 12,391 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 3,434 3,247 

機械装置及び運搬具 3,700 3,190 

土地 3,708 3,727 

建設仮勘定 152 410 

その他 457 340 

有形固定資産合計 11,453 10,917 

無形固定資産 

のれん 468 312 

その他 21 88 

無形固定資産合計 490 400 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,143 7,735 

繰延税金資産 1,277 1,448 

その他 1,770 1,582 

貸倒引当金 △457 △344 

投資その他の資産合計 10,733 10,421 

固定資産合計 22,676 21,739 

資産合計 41,751 34,131 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,559 4,852 

未払金 1,703 1,094 

未払法人税等 404 34 

役員賞与引当金 63 35 

その他 1,281 953 

流動負債合計 13,012 6,971 

固定負債 

退職給付引当金 2,379 2,237 

役員退職慰労引当金 171 165 

固定負債合計 2,551 2,402 

負債合計 15,564 9,374 

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 22,322 21,110 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 25,718 24,506 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 58 8 

為替換算調整勘定 71 △35 

評価・換算差額等合計 129 △27 

少数株主持分 338 277 

純資産合計 26,187 24,757 

負債純資産合計 41,751 34,131 

共和レザー株式会社（3553） 平成21年3月期 決算短信

8



(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

売上高 39,505 30,665 

売上原価 32,514 26,607 

売上総利益 6,990 4,058 

販売費及び一般管理費 5,729 5,352 

営業利益又は営業損失（△） 1,261 △1,294 

営業外収益 

受取利息及び配当金 219 148 

持分法による投資利益 215 74 

その他 156 185 

営業外収益合計 591 408 

営業外費用 

支払利息 1 0 

売上割引 94 72 

固定資産除却損 37 22 

その他 114 43 

営業外費用合計 248 140 

経常利益又は経常損失（△） 1,604 △1,026 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 69 

特別利益合計 － 69 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

1,604 △957 

法人税、住民税及び事業税 568 70 

過年度法人税等戻入額 － △15 

法人税等調整額 79 △17 

法人税等合計 647 37 

少数株主損失（△） △7 △52 

当期純利益又は当期純損失（△） 964 △942 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,810 1,810 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,810 1,810 

資本剰余金 

前期末残高 1,586 1,586 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,586 1,586 

利益剰余金 

前期末残高 21,568 22,322 

当期変動額 

剰余金の配当 △220 △269 

当期純利益又は当期純損失（△） 964 △942 

持分法適用会社の増加に伴う剰余金の増
加高 

16 － 

持分法適用会社の減少に伴う剰余金の減
少高 

△6 － 

当期変動額合計 754 △1,211 

当期末残高 22,322 21,110 

自己株式 

前期末残高 △0 △0 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △0 △0 

株主資本合計 

前期末残高 24,964 25,718 

当期変動額 

剰余金の配当 △220 △269 

当期純利益又は当期純損失（△） 964 △942 

自己株式の取得 △0 △0 

持分法適用会社の増加に伴う剰余金の増
加高 

16 － 

持分法適用会社の減少に伴う剰余金の減
少高 

△6 － 

当期変動額合計 753 △1,211 

当期末残高 25,718 24,506 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 69 58 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△11 △49 

当期変動額合計 △11 △49 

当期末残高 58 8 

為替換算調整勘定 

前期末残高 2 71 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

68 △106 

当期変動額合計 68 △106 

当期末残高 71 △35 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 72 129 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

57 △156 

当期変動額合計 57 △156 

当期末残高 129 △27 

少数株主持分 

前期末残高 350 338 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 △60 

当期変動額合計 △12 △60 

当期末残高 338 277 

純資産合計 

前期末残高 25,387 26,187 

当期変動額 

剰余金の配当 △220 △269 

当期純利益又は当期純損失（△） 964 △942 

自己株式の取得 △0 △0 

持分法適用会社の増加に伴う剰余金の増加高 16 － 

持分法適用会社の減少に伴う剰余金の減少高 △6 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45 △217 

当期変動額合計 799 △1,429 

当期末残高 26,187 24,757 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

1,604 △957 

減価償却費 1,722 1,652 

のれん償却額 156 156 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △146 △142 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △123 △183 

受取利息及び受取配当金 △219 △148 

支払利息 1 0 

持分法による投資損益（△は益） △215 △74 

投資有価証券売却損益（△は益） △11 － 

有形固定資産処分損益（△は益） 37 22 

売上債権の増減額（△は増加） 1,123 5,215 

たな卸資産の増減額（△は増加） 108 500 

仕入債務の増減額（△は減少） △853 △4,706 

その他 588 △601 

小計 3,773 734 

利息及び配当金の受取額 263 216 

利息の支払額 △1 △0 

法人税等の支払額 △583 △667 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,451 282 

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 △2,008 △1,449 

有形固定資産の売却による収入 2 1 

投資有価証券の取得による支出 △620 － 

投資有価証券の売却による収入 316 － 

投資有価証券の償還による収入 － 300 

その他 △8 △6 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,317 △1,153 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △220 △269 

少数株主への配当金の支払額 △2 △1 

その他 △0 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △222 △271 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △11 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 910 △1,153 

現金及び現金同等物の期首残高 3,948 4,858 

現金及び現金同等物の期末残高 4,858 3,704 
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該当事項はありません。 

  

１．連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

① 連結の範囲 

連結子会社（4社）   日本グラビヤ工業㈱、㈱ナンカイテクナート、㈱キョーレ、 

  共和サポートアンドサービス㈱ 

前連結会計年度まで連結子会社であったキョウワレザーU.S.A.㈱は、平成20年9月に会社清算が

結了したため連結の範囲から除外いたしました。なお、清算結了までの損益計算書については連結

しております。 

また、前連結会計年度まで非連結子会社であった㈱ナンカイ上板工場は、平成21年3月に㈱ナン

カイテクナートと合併いたしました。 

  

② 持分法の適用 

持分法適用会社（3社） タイナム共和㈱、共和興塑膠有限公司、南亜共和塑膠有限公司 

  

関連会社1社（大和化工㈱）に対する投資については、利益基準及び利益剰余金基準等からみて

小規模であり、全体としての重要性が乏しいので持分法を適用せず原価法により評価しておりま

す。 

なお、持分法適用会社のうち決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年

度に係る財務諸表を使用しております。 

  

２．会計処理基準に関する事項 

（重要な資産の評価基準及び評価方法） 

① 有価証券 

 
その他有価証券 

 
② たな卸資産 

 
  

（重要な減価償却資産の減価償却の方法） 

 
  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

満期保有目的の債券 ：償却原価法（定額法）

時価のあるもの ：決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの ：移動平均法による原価法

たな卸資産 ：主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

① 有形固定資産 ：主として定率法

② 無形固定資産 ：定額法
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（重要な引当金の計上基準） 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案し、また、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

② 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度において負担すべき支給見込額を計上しておりま

す。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しておりま

す。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。 

  

（重要なリース取引の処理方法） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につい

ては、通常の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す。 

  

（重要なヘッジ会計の方法） 

振当処理の要件を満たす為替予約取引については、振当処理を採用しております。 

  

（消費税等の会計処理） 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。 

  

３．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法については、全面時価評価法によっております。 

  

４．のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、少額の場合を除き10年間で均等償却しております。 

  

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書上の資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内

に満期または償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっ

ておりましたが、「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）の適用に伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は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、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益が70百万円減少し、営業損失、経常損

失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ70百万円増加しております。 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用） 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正平成19年3月30日 企業会計

基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平

成19年3月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度から適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年

8月7日 内閣府令第50号）が適用になることに伴い、前連結会計年度において「たな卸資産」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ1,412百万円、792百万円、944百万円であります。 

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計処理の変更】

【表示方法の変更】
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当企業グループ（当社及び連結子会社）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・営業利益又は営業損失・資産の額とも全セグメントの売上高・営業利益

又は営業損失・資産の額の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。

  

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の合計額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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日） 

 
  

当連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日） 

 
（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国または地域 

(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または地域における売上高でありま

す。 

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

区   分 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,336 2,321 1,408 6,066

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 39,505

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.9 5.9 3.6 15.4

区   分 アジア 北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,557 1,551 773 3,883

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 30,665

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

5.1 5.1 2.5 12.7
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在せず、また、１株当た

り当期純損失であるため記載しておりません。 

２．算定上の基礎は以下の通りであります。 

(1) １株当たり純資産額 

 
(2) １株当たり当期純利益又は当期純損失 

 
  

該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日 
 至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日 
 至 平成21年3月31日)

１株当たり純資産額 1,055円07銭

１株当たり当期純利益 39円36銭

１株当たり純資産額 999円20銭

１株当たり当期純損失（△） △38円47銭

前連結会計年度末
(平成20年3月31日)

当連結会計年度末
(平成21年3月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 26,187 24,757

少数株主持分(百万円) 338 277

普通株式に係る連結会計年度末の純資産額
(百万円)

25,848 24,479

普通株式の発行済株式数(千株) 24,500 24,500

普通株式の自己株式数(千株) 0 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた連結会計
年度末の普通株式の数(千株)

24,499 24,498

前連結会計年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
 至 平成21年3月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△） 
(百万円)

964 △942

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）
(百万円)

964 △942

普通株式の期中平均株式数(千株) 24,499 24,498

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,976 1,551 

受取手形 2,755 1,047 

売掛金 5,900 2,796 

有価証券 994 1,517 

製品 737 － 

商品及び製品 － 616 

原材料 679 － 

仕掛品 654 425 

貯蔵品 40 － 

原材料及び貯蔵品 － 579 

繰延税金資産 329 244 

未収入金 234 408 

前払費用 － 4 

その他 46 55 

貸倒引当金 △144 △75 

流動資産合計 15,205 9,171 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,588 2,452 

構築物 259 253 

機械及び装置 2,855 2,494 

車両運搬具 30 24 

工具、器具及び備品 356 259 

土地 2,946 2,946 

建設仮勘定 147 375 

有形固定資産合計 9,184 8,806 

無形固定資産 

電話加入権 8 － 

ソフトウエア仮勘定 8 － 

ソフトウエア － 75 

その他 － 8 

無形固定資産合計 17 83 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,829 7,465 

関係会社株式 4,117 4,119 

関係会社出資金 469 469 

従業員に対する長期貸付金 7 7 

繰延税金資産 964 1,377 

その他 1,056 851 

貸倒引当金 △406 △314 

投資その他の資産合計 14,038 13,976 

固定資産合計 23,240 22,867 

資産合計 38,446 32,038 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年3月31日) 

当事業年度 
(平成21年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 932 748 

買掛金 6,785 2,775 

未払金 1,712 1,095 

未払法人税等 330 16 

未払費用 591 469 

預り金 2,938 2,686 

設備関係支払手形 85 90 

役員賞与引当金 42 24 

その他 3 3 

流動負債合計 13,422 7,910 

固定負債 

退職給付引当金 1,877 1,688 

役員退職慰労引当金 81 98 

固定負債合計 1,958 1,787 

負債合計 15,380 9,697 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,810 1,810 

資本剰余金 

資本準備金 1,586 1,586 

資本剰余金合計 1,586 1,586 

利益剰余金 

利益準備金 452 452 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 0 0 

固定資産圧縮積立金 524 515 

別途積立金 15,900 17,400 

繰越利益剰余金 2,775 609 

利益剰余金合計 19,653 18,978 

自己株式 △0 △0 

株主資本合計 23,049 22,374 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 15 △33 

評価・換算差額等合計 15 △33 

純資産合計 23,065 22,340 

負債純資産合計 38,446 32,038 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

売上高 31,128 23,727 

売上原価 26,088 21,019 

売上総利益 5,040 2,707 

販売費及び一般管理費 3,996 3,811 

営業利益又は営業損失（△） 1,043 △1,103 

営業外収益 

受取利息及び配当金 376 297 

その他 106 119 

営業外収益合計 482 416 

営業外費用 

支払利息 40 29 

売上割引 44 38 

固定資産除却損 33 20 

その他 85 14 

営業外費用合計 204 102 

経常利益又は経常損失（△） 1,321 △789 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 61 

特別利益合計 － 61 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,321 △728 

法人税、住民税及び事業税 399 10 

過年度法人税等戻入額 － △15 

法人税等調整額 63 △318 

法人税等合計 462 △322 

当期純利益又は当期純損失（△） 859 △405 

共和レザー株式会社（3553） 平成21年3月期 決算短信

20



(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 1,810 1,810 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,810 1,810 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 1,586 1,586 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,586 1,586 

資本剰余金合計 

前期末残高 1,586 1,586 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,586 1,586 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 452 452 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 452 452 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 5 0 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △4 △0 

当期変動額合計 △4 △0 

当期末残高 0 0 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 531 524 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △7 △9 

当期変動額合計 △7 △9 

当期末残高 524 515 

別途積立金 

前期末残高 15,900 15,900 

当期変動額 

利益処分 － 1,500 

当期変動額合計 － 1,500 

当期末残高 15,900 17,400 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,125 2,775 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 4 0 

固定資産圧縮積立金の取崩 7 9 

利益処分 － △1,500 

剰余金の配当 △220 △269 

当期純利益又は当期純損失（△） 859 △405 

当期変動額合計 650 △2,165 

当期末残高 2,775 609 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年4月1日 
至 平成20年3月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 19,014 19,653 

当期変動額 

剰余金の配当 △220 △269 

当期純利益又は当期純損失（△） 859 △405 

当期変動額合計 638 △675 

当期末残高 19,653 18,978 

自己株式 

前期末残高 △0 △0 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △0 △0 

株主資本合計 

前期末残高 22,411 23,049 

当期変動額 

剰余金の配当 △220 △269 

当期純利益又は当期純損失（△） 859 △405 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 638 △675 

当期末残高 23,049 22,374 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 11 15 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △48 

当期変動額合計 3 △48 

当期末残高 15 △33 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 11 15 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △48 

当期変動額合計 3 △48 

当期末残高 15 △33 

純資産合計 

前期末残高 22,422 23,065 

当期変動額 

剰余金の配当 △220 △269 

当期純利益又は当期純損失（△） 859 △405 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △48 

当期変動額合計 642 △724 

当期末残高 23,065 22,340 

共和レザー株式会社（3553） 平成21年3月期 決算短信

22



該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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6.　その他

(1) 代表取締役の異動

① 新任代表取締役候補
みや  ばやし　かつ  ゆき

宮 林  克 行 〔 現 〕

② 退任予定代表取締役
 の      だ　    なお    き

野 田  直 樹 〔 現  〕

(2) その他の役員の異動

① 新任取締役候補
 す      が　　          たまき

須 賀  　  環 〔 現 〕

② 退任予定取締役
てら   さか　    くに   ひこ

寺 坂  邦 彦 〔 現  〕

 す      み　      　   ひとし

鷲 見　    等 〔 現 取 締 役  〕

③ 新任監査役候補
 す      み　      　   ひとし

鷲 見  　  等 〔 現 取 締 役  〕

しら     ね　    たけ     し

白 根  武 史 〔 現 〕

い      とう　    よし    のり

伊 藤  嘉 徳 〔 現 〕

④ 退任予定監査役
さくら    い    　しげ   のり

桜 井  茂 徳 〔 現  〕

にい    み      あつ     し

新 美  篤 志 〔 現

いま  いずみ       　きよし

今 泉    　潔 〔 現

以　上

当社常勤監査役に就任予定

監 査 役 （ 社 外 監 査 役 ） 〕

監 査 役 （ 社 外 監 査 役 ） 〕

常 勤 監 査 役

当社顧問に就任予定

（社外監査役）

（社外監査役）

監 査 役

役 員 の 異 動 （平成21年6月26日付予定）

取 締 役 社 長

常 務 取 締 役

トヨタ自動車株式会社 常務役員

株式会社キョーレ 取締役社長

（代表取締役）

代表取締役社長

当社顧問に就任予定

常 勤 監 査 役

監 査 役

常 務 取 締 役
当社顧問に就任予定

トヨタ自動車株式会社 常務役員

トヨタ紡織株式会社 経理部長
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