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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 1,096 △35.8 △155 ― △143 ― △56 ―

21年3月期第2四半期 1,708 ― 129 ― 171 ― 89 ―

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2四半期 △10.02 ―

21年3月期第2四半期 15.95 ―

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2四半期 3,373 2,109 61.1 368.58
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2四半期  2,060百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

22年3月期 ― 0.00

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 2,324 △16.3 △106 ― △70 ― △38 ― △6.80



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） 

（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。 

(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．平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について平成21年10月21日「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正してお
ります。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、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覧ください。 

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） 22年3月期第2四半期 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2四半期 1,209,594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2四半期 5,590,743株 21年3月期第2四半期 5,591,081株



 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、各産業における生産及び在庫調整の進捗等を背景に景気の下げ

止まりが見られるものの、企業収益の減少や設備投資の抑制、個人消費の低迷など、引き続き厳しい状況が続いてお

ります。  

 このような経済状況のもとで、当社グループは、経費節減、たな卸資産の圧縮、財務体質の改善に努めたものの主

力市場である米国を中心とした世界規模の需要の低迷により厳しい状況で推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比26.9％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。 

 用途別売上の概況は、次のとおりであります。 

①衣料用 

日本、欧州の各市場はアパレル各社にこれまでにない低価格競争が始まり、高品質・高付加価値製品を主流とする

当社にとって厳しい状況で推移いたしました。この結果、衣料用の売上高は 百万円（前年同四半期比39.3％減）

となりました。 

②家具・車輌用 

日本及び欧米の自動車用はエコカー減税などの効果もあって受注状況が好転しつつあり、ＲＶ市場やコントラク

ト・マーケット市場にも需要増加の兆しがみえるものの、本格的な回復にはいたっておらず家具・車輌用の売上高

は3億79百万円（前年同四半期比24.3％減）となりました。 

③手袋用 

ゴルフ・スポーツ用手袋は海外ではナッパ調の商品が訴求商品となり、当社製品の販売は堅調に推移しているもの

の、国内向けは需要の変動の影響を受け、売上高は減少しております。この結果、手袋用の売上高は1億43百万円

（前年同四半期比26.2％減）となりました。 

④その他 

顧客からの要望に対応し、欧州向けに新商品を開発したものの、世界規模の需要の低迷を受けた結果、その他の売

上高は20百万円（前年同四半期比38.5％減）となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前第2四半期連結会計期間

末に比べて2億91百万円増加し、14億55百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間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） 

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は1億8百万円（前年同四期比15百万円の増加）とな

りました。これは主に税金等調整前四半期純損失47百万円、売上債権の増加額88百万円があったものの、たな卸資

産の減少額1億29百万円、法人税等の還付額1億9百万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２四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は4百万円（前年同四半期は4百万円の獲得）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2百万円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２四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は16百万円（前年同四半期比3百万円の増加）と

なりました。これは主に長期借入金の返済による支出15百万円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

5億98 56

35 47 56

31 28

47

２．連結財政状態に関する定性的情報



 通期業績につきましては、ゴルフ・スポーツ用手袋を含め当社製品は依然として高い評価を受けている中、米国市

場の自動車業界、住宅建築業界に回復の兆しが見られ、下半期の売上高は堅調に推移する見込みであります。しかし

ながら上半期の売上高が当初の予想を下回る結果となり、人件費を含めた経費削減等により利益確保に努めています

が、今後も厳しい経営環境が続くと想定されるため、平成21年10月21日「業績予想の修正に関するお知らせ」におい

て連結業績予想数値を修正しております。 

 なお、平成21年５月８日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  

 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

  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 

前回発表予想（Ａ）  2,509  1  53  15  2  73

今回修正予想（Ｂ）  2,324  △106  △70  △38  △6  80

増減額（Ｂ－Ａ）  △185  △107  △123  △53 －   

増減率（％）  △7.4 － － － －   

前期実績  2,778  46  118  35  6  36

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

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

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。 

（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

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

（四半期連結貸借対照表関係） 

 「財務諸表の用語、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）の適用に伴い、前第２四半期連結会計期間において「製品」として掲記されていたものは、当第２四半期連結

会計期間は「商品及び製品」と掲記しております。なお、当第２四半期連結会計期間に含まれる「製品」は、

千円であります。 

203,549

 また、前第２四半期連結会計期間において、「原材料」と掲記されていたものは、当第２四半期連結会計期間は「原

材料及び貯蔵品」として掲記しております。なお、当第２四半期連結会計期間に含まれる「原材料」は、 千円で

あります。 

46,556



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,455,391 1,043,514

受取手形及び売掛金 552,789 458,175

商品及び製品 203,549 434,362

仕掛品 9,256 14,512

原材料及び貯蔵品 46,556 52,896

繰延税金資産 76,415 27,345

その他 50,006 193,655

流動資産合計 2,393,965 2,224,463

固定資産   

有形固定資産 664,710 699,802

無形固定資産 23,233 24,440

投資その他の資産 291,673 299,300

固定資産合計 979,617 1,023,543

資産合計 3,373,582 3,248,006

負債の部   

流動負債   

買掛金 179,626 116,721

1年内返済予定の長期借入金 60,960 650,760

リース債務 4,349 4,369

未払法人税等 1,706 8,236

賞与引当金 26,997 35,200

その他 59,551 83,999

流動負債合計 333,191 899,286

固定負債   

長期借入金 823,800 17,350

リース債務 9,684 11,864

退職給付引当金 72,393 69,245

役員退職慰労引当金 23,489 26,230

繰延税金負債 1,346 26,026

固定負債合計 930,713 150,715

負債合計 1,263,904 1,050,002



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,009,243 2,093,211

自己株式 △588,075 △587,977

株主資本合計 2,076,788 2,160,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,798 △4,339

為替換算調整勘定 △10,348 △7,545

評価・換算差額等合計 △16,146 △11,885

新株予約権 49,035 49,035

純資産合計 2,109,677 2,198,004

負債純資産合計 3,373,582 3,248,006



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,708,441 1,096,481

売上原価 1,312,239 1,059,024

売上総利益 396,201 37,457

販売費及び一般管理費 266,933 192,675

営業利益又は営業損失（△） 129,267 △155,218

営業外収益   

受取利息 1,181 546

受取配当金 1,214 1,207

仕入割引 14,052 6,361

持分法による投資利益 27,820 4,774

その他 8,735 9,436

営業外収益合計 53,004 22,327

営業外費用   

支払利息 6,309 5,992

為替差損 － 2,266

その他 4,074 2,424

営業外費用合計 10,383 10,683

経常利益又は経常損失（△） 171,888 △143,574

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 1,856 74

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 8,597 74

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（△）

163,291 △125,869

法人税、住民税及び事業税 87,734 4,280

法人税等調整額 △13,608 △74,136

法人税等合計 74,125 △69,856

四半期純利益又は四半期純損失（△） 89,165 △56,013



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 818,965 598,416

売上原価 647,296 558,877

売上総利益 171,668 39,538

販売費及び一般管理費 136,478 95,591

営業利益又は営業損失（△） 35,190 △56,052

営業外収益   

受取利息 1,143 528

受取配当金 84 54

仕入割引 5,959 3,750

持分法による投資利益 13,653 2,696

その他 6,531 8,008

営業外収益合計 27,372 15,037

営業外費用   

支払利息 3,235 3,698

為替差損 － 2,266

その他 2,854 200

営業外費用合計 6,090 6,165

経常利益又は経常損失（△） 56,472 △47,180

特別損失   

固定資産除却損 1,760 74

特別損失合計 1,760 74

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（△）

54,712 △47,254

法人税、住民税及び事業税 19,527 3,254

法人税等調整額 6,556 △18,590

法人税等合計 26,084 △15,336

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,628 △31,918



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

163,291 △125,869

減価償却費 50,803 48,160

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,600 △8,202

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） 12,039 3,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △793 △2,741

固定資産除却損 1,856 74

電話加入権評価損 1,056 －

受取利息及び受取配当金 △2,331 △1,753

支払利息 6,309 5,992

持分法による投資損益（△は益） △27,820 △4,774

売上債権の増減額（△は増加） 45,674 △94,614

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,809 242,409

仕入債務の増減額（△は減少） △107,557 62,905

その他 30,591 4,578

小計 179,526 129,313

利息及び配当金の受取額 22,669 18,690

利息の支払額 △6,309 △5,992

法人税等の支払額 △170,295 △11,510

法人税等の還付額 － 109,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,591 239,745

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 △27,823 △10,217

無形固定資産の取得による支出 △3,866 △1,717

その他 16,895 △2,228

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,794 △14,164

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 － 900,000

長期借入金の返済による支出 △25,380 △683,350

自己株式の取得による支出 △263 △97

配当金の支払額 △67,098 △28,057

リース債務の返済による支出 － △2,199

財務活動によるキャッシュ・フロー △92,742 186,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △81,944 411,876

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 1,163,579 1,455,391



 該当事項はありません。  

前第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至

平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至

平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

（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）  496,317  22,598  147,254  666,170

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  818,965

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 60.6  2.8  18.0  81.3

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  377,568  15,798  115,426  508,793

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  598,416

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 63.1  2.6  19.3  85.0



前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。 

  

  

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,095,197  46,667  284,336  1,426,200

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,708,441

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 64.1  2.7  16.6  83.5

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  643,543  39,116  232,366  915,027

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,096,481

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 58.7  3.6  21.2  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

６．その他の情報
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