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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 14,070 13.1 △31 ― 35 ― △30 ―
22年3月期第2四半期 12,441 △31.6 △712 ― △604 ― △453 ―

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

23年3月期第2四半期 △1.23 ―
22年3月期第2四半期 △18.51 ―

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

23年3月期第2四半期 35,390 24,768 69.2 999.55
22年3月期 36,255 24,968 68.1 1,007.82

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  24,487百万円 22年3月期  24,690百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 2.50 ― 5.00 7.50
23年3月期 ― 3.50
23年3月期 

（予想）
― 4.00 7.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 29,000 4.3 400 128.7 500 12.9 300 21.8 12.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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およ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条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】２ページ「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 24,500,000株 22年3月期  24,500,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,399株 22年3月期  1,254株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 24,498,658株 22年3月期2Q 24,498,760株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府のエコカー補助金などの経済対策により個人消費に持ち

直しの動きが見られたものの、低水準の雇用情勢やデフレの進行が続く中、急速な円高により輸出が弱含みの状態

に転じたことで再び厳しい状況となりました。  

 このような状況のもと、当企業グループは、自動車市場の需要回復等に支えられ、連結売上高は140億７千万円

と前年同期（124億４千１百万円）に比べ13.1％の増加となりました。 

 売上高を用途別にみますと、車両用につきましては、80億９千８百万円と前年同期（60億８千３百万円）に比べ

33.1％の増加となりました。壁装用および産業資材用につきましては、市場低迷により壁装用は21億９千７百万円

と前年同期（23億７千４百万円）に比べ7.5％の減少、産業資材用は15億４千９百万円と前年同期（18億９千２百

万円）に比べ18.2％の減少となりました。家具・履物・雑貨用につきましては、拡販努力により22億２千５百万円

と前年同期（20億９千万円）に比べ6.5％の増加となりました。 

 利益につきましては、連結経常利益は３千５百万円（前年同期連結経常損失 ６億４百万円）、連結四半期純損

失は３千万円（前年同期連結四半期純損失 ４億５千３百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2.4％減少し、353億９千万円となりました。

 資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ0.8％増加し、155億５千３百万円となりました、。これは主

として有価証券の増加などによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ4.7％減少し、198億３千７百万円と

なりました。これは主として投資有価証券の減少などによります。 

 負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ7.4％減少し、83億３千６百万円となりました。これは主と

して支払手形及び買掛金の減少などによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ0.1％増加し、22億８千５

百万円となりました。これは主として退職給付引当金の増加などによります。  

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ0.8％減少し、247億６千８百万円となりました。これは主として配当金

の支払によります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績予想につきましては、今後厳しい経営環境が予想されることから平成22年10月28日に業績予想の修正

を行っており、現時点ではその業績予想に変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理）  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れる場合、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

② 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

  

③ 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、当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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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④ 経過勘定項目の算定方法 

 一部の経過勘定項目について、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がなく、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい

変化があるか、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度決算において

使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によ

っております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

⑥ 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権と債務の相殺消去  

 当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わないで債権と債

務を相殺消去しております。 

連結会社相互間の取引の相殺消去 

 取引金額に差異がある場合で、当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額にあわせる方法により相殺

消去しております。 

  

⑦ 未実現損益の消去 

 当第２四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引にかかる損益率を合理的に見積

もって計算しております。 

  

（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 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 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、税金等調整前四半期純損失は41百万円増加しております。 
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３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,248 1,355

受取手形及び売掛金 7,188 7,767

有価証券 4,032 3,089

商品及び製品 1,400 1,439

仕掛品 492 509

原材料及び貯蔵品 740 744

繰延税金資産 249 240

その他 230 323

貸倒引当金 △28 △33

流動資産合計 15,553 15,437

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,936 3,024

機械装置及び運搬具（純額） 2,858 2,875

土地 3,727 3,727

建設仮勘定 426 493

その他（純額） 228 244

有形固定資産合計 10,177 10,365

無形固定資産 215 291

投資その他の資産   

投資有価証券 7,158 7,797

その他 2,583 2,691

貸倒引当金 △298 △327

投資その他の資産合計 9,443 10,161

固定資産合計 19,837 20,818

資産合計 35,390 36,255
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,114 6,632

未払法人税等 27 52

引当金 25 53

資産除去債務 29 －

その他 2,138 2,264

流動負債合計 8,336 9,003

固定負債   

退職給付引当金 2,100 2,098

その他の引当金 120 151

資産除去債務 29 －

その他 34 34

固定負債合計 2,285 2,284

負債合計 10,622 11,287

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,810 1,810

資本剰余金 1,586 1,586

利益剰余金 21,079 21,230

自己株式 △0 △0

株主資本合計 24,475 24,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62 80

為替換算調整勘定 △50 △16

評価・換算差額等合計 12 63

少数株主持分 280 277

純資産合計 24,768 24,968

負債純資産合計 35,390 36,255
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 12,441 14,070

売上原価 10,672 11,632

売上総利益 1,769 2,437

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 863 855

役員賞与引当金繰入額 17 27

役員退職慰労引当金繰入額 21 22

その他 1,578 1,563

販売費及び一般管理費合計 2,481 2,468

営業損失（△） △712 △31

営業外収益   

受取利息 36 20

受取配当金 5 5

持分法による投資利益 63 91

その他 55 35

営業外収益合計 160 153

営業外費用   

売上割引 32 32

投資有価証券評価損 － 22

その他 20 31

営業外費用合計 52 86

経常利益又は経常損失（△） △604 35

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 41

特別損失合計 － 41

税金等調整前四半期純損失（△） △604 △6

法人税等 △140 18

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △24

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 5

四半期純損失（△） △453 △30

共和レザー株式会社（3553）　平成23年３月期第２四半期決算短信

6



 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） 

 当企業グループ（当社および連結子会社）は、その主な事業として各種合成表皮材の製造ならびに販売を行って

おります。 

 各種合成表皮材の売上高、営業損失および資産の額とも全セグメントの売上高、営業損失および資産の合計額の

90％超であるため、事業の種類別セグメント情報は開示しておりません。  

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第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） 

 全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の合計額に占める本国の割合がいずれも90％超であるた

め、所在地別セグメント情報は開示しておりません。  

  

【海外売上高】  

 前第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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２．各区分に属する主な国または地域 

(1) ア ジ ア ・・・・・・・・・・中国、韓国等 

(2) 北  米  ・・・・・・・・・・米国 

(3) その他の地域・・・・・・・・・・メキシコ等 

 ３．海外売上高は、当社およ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。 

  

  

【セグメント情報】  

 当企業グループ（当社および連結子会社）は、その主な事業として各種合成表皮材の製造ならびに販売を行って

おり、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） 

 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適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間において122百万円の剰余金の配当を行っております。   

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

 区    分  アジア  北米  その他の地域  計 

 海外売上高（百万円）  897  360   330  1,587

 連結売上高（百万円）  －  －   －  12,441

 連結売上高に占める 

 海外売上高の割合（％）  
 7.2  2.9   2.7  12.8

（５）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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