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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 498 △44.0 △99 ― △96 ― △24 ―

21年3月期第1四半期 889 △12.5 94 △55.0 115 △52.1 60 △56.8

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

22年3月期第1四半期 △4.31 ―

21年3月期第1四半期 10.83 ―

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

22年3月期第1四半期 3,430 2,144 61.1 374.89
21年3月期 3,248 2,198 66.2 384.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,095百万円 21年3月期  2,148百万円

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

21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,227 △28.2 △86 ― △69 ― △53 ― △9.65

通期 2,509 △9.7 1 △97.1 53 △54.6 15 △57.1 2.73



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、4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） 

(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 

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、4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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,800,000株 21年3月期  6,800,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 1,209,154株 21年3月期  1,209,154株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 5,590,846株 21年3月期第1四半期 5,591,319株



 当第1四半期におけるわが国経済は、昨年来の世界的金融危機による景気後退の影響を受け企業収益の大幅な悪化

や個人消費の低迷、厳しい雇用状況が続いており、一部で回復の兆しはあるものの景気は厳しい状況で推移いたしま

した。 

 このような経済状況で当社グループは、抗菌加工・ＵＶ加工等の機能商品、環境対応商品、廉価製品の開発に注力

し、これら商品の販売促進を積極的に行ってまいりました。しかしながら昨年より行われている販売先の在庫調整に

より増加した製品在庫の整理及び評価の見直しを行ったこと、受注減少に伴う操業度の低下が生産効率を悪化させた

ことにより当社グループの利益は圧迫され、売上総損失で 百万円という結果となりました。 

 この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業損失は 百万円

（前年同四半期は営業利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同四半期は経常利益 百万円）、四半期純損

失は 百万円（前年同四半期は四半期純利益 百万円）となりました。 

 用途別売上高の概況は、次のとおりであります。 

① 衣料用 

 国内衣料用は、天候不順に加えて低価格志向、節約志向が加わったことによる消費の低迷や新型インフルエンザの

流行による流通の停滞を受けて販売が鈍化しております。ＥＵ向け衣料は堅調さを見せておりナッパ（銀面）調の製

品や高級アパレルの本皮志向がファッショントレンドとなりつつあることや、シェアの少ないボトム用への販路拡大

をはかることにより需要喚起を促しましたが販売高は低迷いたしました。この結果、衣料用の売上高は36百万円（前

年同四半期比 ％減）となりました。  

② 家具・車輌用 

 家具・車輌用における米国市場の停滞は底打ち感が見えはじめ、各メーカーからの見本作成依頼や商品開発依頼が

増加しております。また、航空機関連はボーイング社やエアバス社関連の内装業者への販売が堅調に推移し、ヨーロ

ッパへの家具・車輌用販売についても販路の開拓に注力しております。しかしながら、この用途の主力分野であるＲ

Ｖやレジャーボートを中心とした需要は依然として回復しておらず、販売高は低迷しております。この結果、家具・

車輌用の売上高は2億68百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

③ 手袋用 

 米国向けゴルフ用手袋は堅調に推移しております。その他のスポーツ用手袋の販売は不振であるものの新商品とし

て開発された「ＣＯＷＨＩＤＥ」が新しく上市されたことなどにより需要喚起をはかっております。この結果、手袋

用の売上高は1億56百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

④ その他  

 ラッピング用の販売は徐々に需要の回復が見えはじめております。また従来の主力製品であったスエードタイプに

加えてナッパ（銀面）調の商品が注目されつつあり、顧客ニーズに応じた新商品販売に注力するための供給体制も整

備しつつあります。しかしながら、安価な中国製品との競合が激化しており当社も付加価値のある廉価製品開発に着

手しておりますが、今後の動向を注視する必要があります。この結果、その他の売上高は27百万円（前年同四半期比

％減）となりました。 

 当四半期における総資産は、たな卸資産の減少があったものの、長期借入れによる現預金の増加があったことによ

り前連結会計年度末比1億82百万円増の 百万円となりました。有利子負債は、前期末比2億30百万円増の9億15

百万円となりました。純資産は配当金の支払や四半期純損失により前期末比 百万円減の 百万円となり、自己

資本比率は ％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 百万円となり、前連結会計年度末と比較して

百万円の増加となりました。 

 当四半期連結会計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の収入（前年同四半期は

百万円の支出）となりました。主なプラス要因は、たな卸資産の減少額 百万円、仕入債務の増加額 百万円等

であり、主なマイナス要因は、税金等調整前四半期純損失 百万円、賞与引当金の減少 百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は 百万円の支出（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。主

な要因は、有形固定資産の取得による支出7百万円等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」は 百万円の収入（前年同四半期は 百万円の支出）となりました。主

な要因は長期借入れによる収入6億円があったものの長期借入金の返済による支出3億68百万円及び配当金の支払額28

百万円等によるものであります。 

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

4億98 44.0 99
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24 60

42.6

55.2

5.9

37.0

２．連結財政状態に関する定性的情報

34億30

53 21億44

61.1

13億68

3億24

1億31 67

1億13 51

78 14

△9 19

2億2 80



 平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理  

① たな卸資産の評価方法 

 棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会年度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。  

  

 該当事項はありません。  

  

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,368,280 1,043,514

受取手形及び売掛金 464,606 458,175

商品及び製品 322,449 434,362

仕掛品 11,906 14,512

原材料及び貯蔵品 54,246 52,896

繰延税金資産 58,470 27,345

その他 136,542 193,655

流動資産合計 2,416,502 2,224,463

固定資産   

有形固定資産 685,210 699,802

無形固定資産 23,092 24,440

投資その他の資産 305,384 299,300

固定資産合計 1,013,687 1,023,543

資産合計 3,430,189 3,248,006

負債の部   

流動負債   

買掛金 167,867 116,721

1年内返済予定の長期借入金 60,960 650,760

リース債務 4,359 4,369

未払法人税等 1,074 8,236

賞与引当金 21,200 35,200

その他 83,870 83,999

流動負債合計 339,331 899,286

固定負債   

長期借入金 839,040 17,350

リース債務 10,774 11,864

退職給付引当金 72,140 69,245

役員退職慰労引当金 22,450 26,230

繰延税金負債 1,465 26,026

固定負債合計 945,871 150,715

負債合計 1,285,203 1,050,002



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21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 2,041,162 2,093,211

自己株式 △587,977 △587,977

株主資本合計 2,108,805 2,160,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,861 △4,339

為替換算調整勘定 △8,992 △7,545

評価・換算差額等合計 △12,854 △11,885

新株予約権 49,035 49,035

純資産合計 2,144,986 2,198,004

負債純資産合計 3,430,189 3,248,006



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 889,476 498,065

売上原価 664,943 500,146

売上総利益又は売上総損失（△） 224,532 △2,081

販売費及び一般管理費 130,455 97,084

営業利益又は営業損失（△） 94,076 △99,165

営業外収益   

受取利息 38 18

受取配当金 1,129 1,153

仕入割引 8,093 2,611

持分法による投資利益 14,167 2,078

その他 2,203 1,428

営業外収益合計 25,632 7,289

営業外費用   

支払利息 3,073 2,294

支払補償費 － 1,844

その他 1,219 379

営業外費用合計 4,293 4,518

経常利益又は経常損失（△） 115,415 △96,394

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 14,000

役員退職慰労引当金戻入額 － 3,780

特別利益合計 － 17,780

特別損失   

固定資産除却損 95 －

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 6,837 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

108,578 △78,614

法人税、住民税及び事業税 68,206 1,026

法人税等調整額 △20,165 △55,546

法人税等合計 48,041 △54,520

四半期純利益又は四半期純損失（△） 60,537 △24,094



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

108,578 △78,614

減価償却費 24,945 24,044

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,300 △14,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,483 2,895

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,283 △3,780

固定資産除却損 95 －

電話加入権評価損 1,056 －

受取利息及び受取配当金 △1,168 △1,171

支払利息 3,073 2,294

持分法による投資損益（△は益） △14,167 △2,078

売上債権の増減額（△は増加） 14,625 △6,431

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,790 113,169

仕入債務の増減額（△は減少） △70,027 51,146

その他 55,594 50,941

小計 109,882 138,416

利息及び配当金の受取額 1,168 1,887

利息の支払額 △3,073 △2,294

法人税等の支払額 △175,448 △6,700

営業活動によるキャッシュ・フロー △67,471 131,308

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 △12,239 △7,990

無形固定資産の取得による支出 △2,400 △114

その他 △4,448 △1,199

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,087 △9,303

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △12,690 △368,110

リース債務の返済による支出 － △1,099

自己株式の取得による支出 △263 －

配当金の支払額 △67,090 △28,029

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,043 202,760

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △166,603 324,765

現金及び現金同等物の期首残高 1,245,524 1,043,514

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,078,920 1,368,280



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６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。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年６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。

   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

  

（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）  598,879  24,068  137,082  760,030

Ⅱ 連結売上高（千円）   －   －   －  889,476

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 67.3  2.7  15.4  85.4

北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  259,710  23,318  123,205  406,233

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  498,065

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 52.1  4.7  24.7  81.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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