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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、アジアを中心とした輸出に回復基調が見られるなど、企業収益に回復の兆

しが見えつつあるものの、米国経済の回復の遅れや欧州経済の財政問題などによる円高の影響もあり、雇用情勢は

依然として厳しく、緩やかなデフレ状況が続いていること等先行き不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況の中で当社は、主に海外向けの受注が急増したことを受け、生産体制を強化して対応をしている

ものの、依然として増加した受注を消化するに至っておりません。 

これらの結果、当第１四半期の売上高は8億34百万円（前年同四半期比67.5％増）、営業利益は90百万円（前年

同四半期は営業損失99百万円）、経常利益は1億3百万円（前年同四半期は経常損失96百万円）、四半期純利益は58

百万円（前年同四半期は四半期純損失24百万円）となりました。 

製品の販売状況を用途別に見ますと以下のとおりであります。 

①衣料用 

市場は廉価商品が主流を占めている一方で、高級志向への人気は依然として衰えておらず、薄手タイプ、ユー

ズド感覚の合皮への需要は引き続いております。また、繊維製品のエコラベルである「エコテックス規格100」

対応製品を中心に販売を行っております。 

この結果、衣料用の売上高は55百万円（前年同四半期比51.9％増）となりました。 

②家具・車輌用 

米国市場向けは急速に需要が回復しました。なかでも世界不況下において減少していたＲＶ市場が著しく回復

し、供給不足の状況が続いております。また、北米、アジア及びＥＵ向け以外のマーケットも開拓されつつあ

り、売上高は大幅に増加しております。 

この結果、家具・車輌用の売上高は5億16百万円（前年同四半期比92.2％増）となりました。 

③手袋用 

急速な需要増大による供給不足の状況が続いており、高感性・高機能のシープスキンタイプ、乗馬用手袋等の

スポーツ手袋等の販売も増加傾向にあります。  

この結果、手袋用の売上高は2億26百万円（前年同四半期比44.4％増）となりました。 

④その他 

スエードタイプの販売は安定しているものの、銀面調のナッパタイプの納品が従来以上の日数を要したため、

結果として前年同四半期と比較して減少しております。  

この結果、その他の売上高は20百万円（前年同四半期比25.5％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末の総資産は、販売増加に伴う売掛金の増加及びたな卸資産の増加等により前期末比1億59百万円

の35億97百万円となりました。有利子負債は、前期末比16百万円減の8億49百万円となりました。純資産は四半期

純利益の計上等により、前期末比25百万円増の21億57百万円となり、自己資本比率は58.6％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月７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。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

当第１四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。これにより損益に与える影響はありません。 

 ・会計処理手続に関する事項の変更 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、賞与の支給方法に関する社内規程を変更したことに伴い、支給対象期間による

繰入額を基礎に将来の支給見込額を加味して計上する方法から、支給見込額のうち当第１四半期連結会計期間に対

応する金額を計上する方法に変更しております。なお、この変更による損益への影響額は軽微であります。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,615,697 1,508,083

受取手形及び売掛金 751,594 678,238

商品及び製品 151,187 121,485

仕掛品 20,130 11,041

原材料及び貯蔵品 55,586 55,665

繰延税金資産 38,398 45,199

その他 54,814 85,315

流動資産合計 2,687,409 2,505,028

固定資産   

有形固定資産 574,734 592,141

無形固定資産 19,929 20,072

投資その他の資産 315,414 320,980

固定資産合計 910,079 933,195

資産合計 3,597,488 3,438,224

負債の部   

流動負債   

買掛金 335,317 255,853

1年内返済予定の長期借入金 60,960 60,960

リース債務 4,444 4,329

未払法人税等 36,031 90

賞与引当金 25,508 15,070

その他 73,536 62,441

流動負債合計 535,799 398,745

固定負債   

長期借入金 778,080 793,320

リース債務 6,340 7,505

退職給付引当金 86,160 80,008

役員退職慰労引当金 32,538 25,570

繰延税金負債 1,259 1,389

固定負債合計 904,378 907,793

負債合計 1,440,178 1,306,539
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 2,057,997 2,029,414

自己株式 △588,075 △588,075

株主資本合計 2,125,542 2,096,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △21,622 △5,878

為替換算調整勘定 4,354 △8,431

評価・換算差額等合計 △17,267 △14,310

新株予約権 49,035 49,035

純資産合計 2,157,310 2,131,684

負債純資産合計 3,597,488 3,438,224
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 498,065 834,485

売上原価 500,146 635,128

売上総利益又は売上総損失（△） △2,081 199,357

販売費及び一般管理費 97,084 108,459

営業利益又は営業損失（△） △99,165 90,897

営業外収益   

受取利息 18 109

受取配当金 1,153 1,194

仕入割引 2,611 6,045

持分法による投資利益 2,078 9,386

その他 1,428 973

営業外収益合計 7,289 17,709

営業外費用   

支払利息 2,294 3,426

支払補償費 1,844 －

その他 379 1,434

営業外費用合計 4,518 4,861

経常利益又は経常損失（△） △96,394 103,745

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 －

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（△）

△78,614 103,745

法人税、住民税及び事業税 1,026 41,294

法人税等調整額 △55,546 4,373

法人税等合計 △54,520 45,667

少数株主損益調整前四半期純利益 － 58,077

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △24,094 58,077
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△78,614 103,745

減価償却費 24,044 20,202

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,000 10,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,895 6,151

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,780 6,968

受取利息及び受取配当金 △1,171 △1,303

支払利息 2,294 3,426

持分法による投資損益（△は益） △2,078 △9,386

売上債権の増減額（△は増加） △6,431 △73,356

たな卸資産の増減額（△は増加） 113,169 △38,712

仕入債務の増減額（△は減少） 51,146 79,464

その他 50,941 35,530

小計 138,416 143,168

利息及び配当金の受取額 1,887 25,382

利息の支払額 △2,294 △3,413

法人税等の支払額 △6,700 △6,504

法人税等の還付額 － 2,516

営業活動によるキャッシュ・フロー 131,308 161,149

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 △7,990 △4,215

無形固定資産の取得による支出 △114 △571

その他 △1,199 △4,391

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,303 △9,177

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 △368,110 △15,240

リース債務の返済による支出 △1,099 △1,165

配当金の支払額 △28,029 △27,952

財務活動によるキャッシュ・フロー 202,760 △44,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 324,765 107,614

現金及び現金同等物の期首残高 1,043,514 1,508,083

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,368,280 1,615,697
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第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。 

  

〔海外売上高〕  

前第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） 

  

〔セグメント情報〕 

当社グループは合成皮革製品の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年3月

27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の摘要指針」（企業会計基準摘要指針第20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

  

 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

  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
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（１）生産、受注及び販売の状況 

当社グループの当第１四半期連結会計期間における生産、受注及び販売金額等は以下のとおりであります。 

（注）１．販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合が10％を超える相手先は次のとおりであります。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（２）海外売上高 

当第１四半期連結会計期間の海外売上高は次のとおりであります。 

 （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、カナダ 

(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．補足情報

用途別の名称 
生産金額
（千円） 

受注金額
（千円） 

受注残金額 
（千円） 

販売金額
（千円） 

湿式合成皮革 

衣料用  61,346  38,019  119,387  55,835

家具・ 

車輌用 
 537,911  531,460  290,715  516,945

手袋用  258,772  235,215  240,831  226,019

その他  39,475  44,427  57,445  20,661

計  897,506  849,123  708,380  819,460

その他 溶剤（ＤＭＦ）  15,024  －  －  15,024

合計  912,530  849,123  708,380  834,485

相手先 
販売高
（千円） 

割合（％）

Ultrafabrics, LLC  513,608  61.6

Acushnet FootJoy(Thailand)Limited  132,989  15.9

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  513,608  15,880  155,810  685,299

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  834,485

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 61.5  1.9  18.7  82.1
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