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

22年3月期第3四半期 1,719 △25.3 △128 ― △108 ― △38 ―

21年3月期第3四半期 2,303 ― 107 ― 160 ― 75 ―

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3四半期 △6.87 ―

21年3月期第3四半期 13.59 ―

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3四半期 3,400 2,125 61.1 371.49
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3四半期  2,076百万円 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） 

(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 

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
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 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3四半期 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3四半期 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3四半期 5,590,406株 21年3月期第3四半期 5,591,002株



 当第３四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退に底打ち感が出てきているものの、企業収益はデフレ懸念

や為替相場の急激な円高により圧迫され、雇用情勢の悪化、個人消費も引き続き低迷しております。 

 製品の販売状況を用途別に見ますと以下のとおりとなります。 

 ①衣料用  

 レザージャケットが今秋冬のヒットアイテムとなったが、当社製品のような高価格帯の国内品の販売は悪化して

おります。 

 この結果、衣料用の売上高は1億13百万円（前年同四半期比36.5％減）となりました。 

 ②家具・車輌用 

 米国向けのＲＶ市場及びコントラクトマーケット市場は在庫調整にめどが立ち、受注状況に回復の兆しが見えて

おります。また、航空機用は需要が増え安定的に推移しております。 

 この結果、家具・車輌用の売上高は10億64百万円（前年同四半期比27.8％減）となりました。 

 ③手袋用 

 円高に加え消費者意識の低価格志向により販売高が減少しているが、顧客ニーズに対応した新商品・新色を投入

し、購買意欲の促進をはかっております。 

 この結果、手袋用の売上高は4億44百万円（前年同四半期比11.7％減）となりました。 

 ④その他 

 従来からのスエードタイプの販売は増加傾向にあるものの、前年に投入したナッパタイプ商品が低迷しており、

今後の需要動向に不透明感が残ります。 

 この結果、その他の売上高は69百万円（前年同四半期比36.3％減）となりました。 

 これらの結果、当第３四半期の売上高は 百万円（前年同四半期比25.3％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。  

  

 当第３四半期末の総資産は、たな卸資産の減少があったものの、借入金及び法人税等の還付により現預金が増加

し、前期末比1億52百万円増となりました。有利子負債は前期末比1億98百万円増の8億82百万円となりました。純資

産は四半期純損失の計上等により、前期末比72百万円減の21億25百万円となり、自己資本比率は61.1％となりまし

た。 

 当四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて4

億22百万円増加し、14億66百万円となりました。 

 当第３四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３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は2億7千5百万円（前年同期比は26百万円の支出）

となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失91百万円、売上債権の増加額1億48百万円があったものの、

たな卸資産の減少額2億87百万円、仕入債務の増加額93百万円、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３四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22百万円（前年同四半期比61.9％減）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17百万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３四半期連結会計期間における財務活動の結果獲得した資金は1億69百万円（前年同半期は1億5百万円の支

出）となりました。これは主に長期借入金の借入れによる増加9億円及び返済による支出6億98百万円、配当金の支

払28百万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

17億19 1億28

1億7 1億8 1億60

38 75

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 平成21年10月21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。 

  

  

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

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

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。 

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



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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,466,329 1,043,514

受取手形及び売掛金 606,438 458,175

商品及び製品 159,183 434,362

仕掛品 7,356 14,512

原材料及び貯蔵品 47,308 52,896

繰延税金資産 63,018 27,345

その他 76,295 193,655

流動資産合計 2,425,930 2,224,463

固定資産   

有形固定資産 647,919 699,802

無形固定資産 22,262 24,440

投資その他の資産 304,614 299,300

固定資産合計 974,797 1,023,543

資産合計 3,400,727 3,248,006

負債の部   

流動負債   

買掛金 210,661 116,721

1年内返済予定の長期借入金 60,960 650,760

リース債務 4,339 4,369

未払法人税等 1,121 8,236

賞与引当金 4,389 35,200

繰延税金負債 715 －

その他 72,159 83,999

流動負債合計 354,345 899,286

固定負債   

長期借入金 808,560 17,350

リース債務 8,595 11,864

退職給付引当金 77,393 69,245

役員退職慰労引当金 24,530 26,230

繰延税金負債 1,472 26,026

固定負債合計 920,551 150,715

負債合計 1,274,897 1,050,002



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 2,026,855 2,093,211

自己株式 △588,075 △587,977

株主資本合計 2,094,400 2,160,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,562 △4,339

為替換算調整勘定 △9,043 △7,545

評価・換算差額等合計 △17,606 △11,885

新株予約権 49,035 49,035

純資産合計 2,125,829 2,198,004

負債純資産合計 3,400,727 3,248,006



（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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,303,172 1,719,418

売上原価 1,812,653 1,565,629

売上総利益 490,518 153,788

販売費及び一般管理費 383,479 282,641

営業利益又は営業損失（△） 107,039 △128,852

営業外収益   

受取利息 1,215 761

受取配当金 1,220 1,213

仕入割引 19,912 10,168

持分法による投資利益 38,321 13,547

その他 8,746 10,345

営業外収益合計 69,416 36,036

営業外費用   

支払利息 9,332 9,710

為替差損 4,594 2,259

その他 2,035 3,774

営業外費用合計 15,962 15,745

経常利益又は経常損失（△） 160,493 △108,561

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 1,191

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 1,191

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（△）

147,396 △91,972

法人税、住民税及び事業税 59,687 8,786

法人税等調整額 11,732 △62,356

法人税等合計 71,419 △53,570

四半期純利益又は四半期純損失（△） 75,976 △38,402



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 594,730 622,936

売上原価 500,413 506,605

売上総利益 94,317 116,331

販売費及び一般管理費 116,545 89,965

営業利益又は営業損失（△） △22,227 26,366

営業外収益   

受取利息 33 214

受取配当金 6 6

仕入割引 5,860 3,806

持分法による投資利益 10,500 8,772

その他 10 908

営業外収益合計 16,411 13,708

営業外費用   

支払利息 3,023 3,718

為替差損 2,541 －

その他 13 1,343

営業外費用合計 5,578 5,061

経常利益又は経常損失（△） △11,395 35,013

特別損失   

固定資産除却損 － 1,116

訴訟和解金 4,500 －

特別損失合計 4,500 1,116

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（△）

△15,895 33,897

法人税、住民税及び事業税 △28,046 4,505

法人税等調整額 25,340 11,779

法人税等合計 △2,705 16,285

四半期純利益又は四半期純損失（△） △13,189 17,611



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

147,396 △91,972

減価償却費 78,240 72,696

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,900 △30,810

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 8,148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 468 △1,700

固定資産除却損 1,856 1,191

電話加入権評価損 1,056 －

受取利息及び受取配当金 △2,370 △1,974

支払利息 9,332 9,710

持分法による投資損益（△は益） △38,321 △13,547

売上債権の増減額（△は増加） 242,389 △148,263

たな卸資産の増減額（△は増加） △64,040 287,923

仕入債務の増減額（△は減少） △128,977 93,940

その他 11,314 △13,539

小計 244,726 171,801

利息及び配当金の受取額 40,913 24,835

利息の支払額 △9,332 △10,362

法人税等の支払額 △307,368 △19,735

法人税等の還付額 － 109,164

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,061 275,703

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 △17,279

無形固定資産の取得による支出 △16,195 △2,358

その他 12,504 △3,206

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,524 △22,844

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 △38,070 △698,590

リース債務の返済による支出 － △3,299

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

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,432 169,955

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △192,018 422,814

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 1,053,505 1,466,329



 該当事項はありません。 

  

前第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）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日 至平成21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。 

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

前第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）及び当第３四半期連結会計期間

（自平成21年10月１日 至平成21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。 

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31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）  370,407  16,770  110,853  498,031

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  594,730

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 62.3  2.8  18.6  83.7

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  413,726  15,744  94,795  524,267

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  622,936

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 66.4  2.5  15.2  84.2



前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

 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）  1,465,604  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

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,057,270  54,861  327,161  1,439,294

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,719,418

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 61.5  3.2  19.0  83.7

（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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