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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 1,369 △35.8 △189 ― △164 ― △173 ―

21年3月期第1四半期 2,132 ― △13 ― 2 ― △43 ―

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 △12.39 ―

21年3月期第1四半期 △3.08 ―

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 7,055 1,173 16.6 83.85
21年3月期 7,728 1,291 16.7 92.32

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,173百万円 21年3月期  1,291百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
当社は、平成21年５月25日に、平成21年９月１日を効力発生日として東洋紡績株式会社を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式
交換契約を締結し、平成21年６月26日当社定時株主総会において、当該契約が承認されましたことから、当社は、平成21年８月26日をもって上場廃止の
予定で゜あります。株式交換後の当社の業績は株式交換完全親会社である東洋紡績株式会社の連結業績に含まれることとなり、当社としての業績予想の
開示は行わないことといたしました。 
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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) 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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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 14,000,000株 21年3月期  14,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,286株 21年3月期  10,186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 13,989,714株 21年3月期第1四半期 13,991,034株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的金融危機の影響により国内の景況感は、依然
として好転の兆しが見えない状況が続いております。特に雇用情勢の悪化や個人消費の冷え込みの影響は
大きく、景気は先行き不透明な状況で推移しました。  
 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く更なる業務改革、財務改革に取り組んで
まいりました。しかしながら自動車市場をはじめとする耐久消費財の需要減少や、海外市場の低迷の影響
を受け売上高が大幅に減少いたしました。  
 その結果、売上高は前年同期比35.8％減の13億69百万円となりました。利益面におきましては、経常損
失は１億64百万円となり、株式交換関連費用16百万円を特別損失として計上した結果、四半期純損失は１
億73百万円となりました。  
（クロス部門）  
 主力の通帳用クロスは郵貯、一般とも、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
自動車市場の需要減少にともない大幅に減少しました。  
 この結果クロス部門全体の売上高は、前年同期比33.3％減の４億44百万円となりました。  
（レザー部門）  
 ビニルレザーは手帳用素材では企業向けが減少し、またカジュアル衣料用途が大幅に減少して、ビニル
レザーの売上高は、前年同期比40.2％減の１億30百万円となりました。  
 合成皮革は介護、衛材用素材、特殊衣料用素材は順調に推移しましたが、輸出を主としたカジュアル衣
料用素材及びケース用素材は大幅な減少となりました。 
 その結果、合成皮革の売上高は、前年同期比35.7％減の５億85百万円となりました。  
 これらの結果、レザー部門全体の売上高は、前年同期比36.6％減の７億16百万円となりました。  
（その他部門）  
 フィルム加工部門は光学関連が在庫調整もあり大幅に減少しました。 
 この結果、その他部門全体の売上高は、前年同期比38.2％減の２億８百万円となりました。 , 

  

(資産) 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて６億87百万円減少し、31億16百万円となりました。これは、主

として、短期貸付金が７億54百万円減少、商品及び製品が１億５百万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14百万円増加し、39億38百万円となりました。これは、主とし
て投資その他の資産が76百万円増加、機械装置及び運搬具が44百万円減少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４億６百万円減少し、43億26百万円となりました。これは、主
として、未払金が４億72百万円減少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１億47百万円減少し、15億56百万円となりました。これは、主
として、長期借入金が１億10百万円減少したこと等によります。 
(純資産) 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて１億18万円減少し、11億73百万円となりました。これは、主とし
て、利益剰余金が１億73百万円減少、その他有価証券評価差額金が54百万円増加したこと等によります。

  

当社は、平成21年５月25日に、平成21年９月１日を効力発生日として東洋紡績株式会社を株式交換完全
親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結し、平成21年６月26日当社定時株主総会に
おいて、当該契約が承認されましたことから、当社は、平成21年８月26日をもって上場廃止の予定であり
ます。株式交換後の当社の業績は株式交換完全親会社である東洋紡績株式会社の連結業績予想に含まれる
こととなり、当社としての業績予想の開示は行わないことといたしました。 
  

  

該当事項はありません。 
  

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出する
方法によっている。 

  

該当事項はありません。 
  

・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

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 197,972 206,293

受取手形及び売掛金 1,180,449 1,174,419

商品及び製品 701,447 595,744

原材料及び貯蔵品 280,891 276,620

仕掛品 399,619 405,654

短期貸付金 250,648 1,004,912

未収還付法人税等 59,181 59,181

その他 48,930 86,078

貸倒引当金 △2,172 △4,931

流動資産合計 3,116,967 3,803,973

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,002,430 1,019,503

機械装置及び運搬具（純額） 719,550 764,004

建設仮勘定 1,171,903 1,169,871

その他（純額） 594,517 597,432

有形固定資産合計 3,488,401 3,550,810

無形固定資産 17,634 18,024

投資その他の資産 432,320 355,379

固定資産合計 3,938,357 3,924,214

資産合計 7,055,324 7,728,188

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,321,140 1,257,901

短期借入金 2,090,000 2,170,000

未払法人税等 1,559 2,469

賞与引当金 54,069 120,831

未払金 355,109 827,681

その他 504,352 354,115

流動負債合計 4,326,231 4,732,998

固定負債   

長期借入金 875,000 985,000

退職給付引当金 33,302 41,423

役員退職慰労引当金 34,567 40,855

その他 613,186 636,414

固定負債合計 1,556,056 1,703,693

負債合計 5,882,287 6,436,691
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（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 700,000 700,000

資本剰余金 68,752 68,752

利益剰余金 368,827 542,226

自己株式 △1,815 △1,807

株主資本合計 1,135,764 1,309,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,272 △17,675

評価・換算差額等合計 37,272 △17,675

純資産合計 1,173,037 1,291,496

負債純資産合計 7,055,324 7,728,188
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(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 2,132,466 1,369,204

売上原価 1,869,435 1,343,150

売上総利益 263,031 26,054

販売費及び一般管理費 276,965 215,653

営業損失（△） △13,934 △189,599

営業外収益   

受取利息 527 1,179

受取配当金 4,265 3,651

持分法による投資利益 341 835

助成金収入 － 25,872

受取補償金 18,010 －

その他 4,473 8,706

営業外収益合計 27,617 40,244

営業外費用   

支払利息 9,020 14,328

その他 2,398 702

営業外費用合計 11,419 15,031

経常利益又は経常損失（△） 2,263 △164,385

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,700 2,780

特別利益合計 5,700 2,780

特別損失   

株式交換関連費用 － 16,714

固定資産除却損 40,033 －

たな卸資産評価損 36,737 －

その他 4,450 －

特別損失合計 81,220 16,714

税金等調整前四半期純損失（△） △73,257 △178,319

法人税、住民税及び事業税 1,866 1,159

法人税等調整額 △32,008 △6,080

法人税等合計 △30,141 △4,920

四半期純損失（△） △43,115 △173,398
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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）

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損失（△） △73,257 △178,319

減価償却費 108,036 89,607

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,841 △8,121

賞与引当金の増減額（△は減少） 98,598 54,396

受取利息及び受取配当金 △4,792 △4,830

支払利息 9,020 14,328

売上債権の増減額（△は増加） 7,942 △6,029

たな卸資産の増減額（△は増加） △145,641 △103,938

仕入債務の増減額（△は減少） 136,132 63,239

その他 △3,839 23,237

小計 134,040 △56,430

利息及び配当金の受取額 4,792 4,830

利息の支払額 △8,897 △12,616

法人税等の支払額 △133,269 △2,869

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,333 △67,085

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 △29,630 △480,350

固定資産の除却による支出 △4,450 －

投資有価証券の取得による支出 △746 △746

その他 △1,524 △1,602

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,351 △482,700

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） 200,000 △50,000

長期借入金の返済による支出 △120,000 △140,000

リース債務の返済による支出 － △24,356

自己株式の取得による支出 △227 △8

配当金の支払額 △64,308 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,464 △214,401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,220 △764,187

現金及び現金同等物の期首残高 345,106 1,176,100

現金及び現金同等物の四半期末残高 320,886 411,912
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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る。前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結
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］ 
 前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、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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