
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年10月29日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 第一化成株式会社 上場取引所 大 

コード番号 4235 URL http://www.dkktokyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 本多希夫

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 山本一良 TEL 042-644-6516
四半期報告書提出予定日 平成22年11月15日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 1,665 51.9 136 ― 162 ― 80 ―

22年3月期第2四半期 1,096 △35.8 △155 ― △143 ― △56 ―

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 14.43 ―

22年3月期第2四半期 △10.02 ―

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 3,641 2,186 58.7 382.34
22年3月期 3,438 2,131 60.6 372.54

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,137百万円 22年3月期  2,082百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00

23年3月期 ― ―

23年3月期 
（予想）

― 7.00 7.00

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 3,389 41.3 260 ― 317 ― 170 ― 30.41



(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報告書の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報告書のレビュー手続を実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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、【添付資料】P.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 6,800,000株 22年3月期  6,800,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 1,209,594株 22年3月期  1,209,594株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 5,590,406株 22年3月期2Q 5,590,743株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による景気対策や新興国向けを中心とした輸出の回復等によ

る景気回復の兆しがあるものの、欧州発の金融不安の顕在化が新たな懸念要因となり、急激な円高と株式市場の低

迷が企業業績に深刻な影響を及ぼしております。 

 このような状況の中で当社は、米国向けのコントラクトマーケット、ＲＶ向け等車輌用及び航空機用の需要が順

調に回復し、その他手袋用・ケース用等においても堅調に推移しております。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は  百万円（前年同期比51.9％増）、営業利益は

百万円（前年同期は1億55百万円の損失）、経常利益は 百万円（前年同期は1億43百万円の損失）、四半期純

利益は 百万円（前年同期は56百万円の損失）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 

 欧州向け衣料は、ユーロ安による実質販売価格の増加により第三国の廉価商品にシフトする傾向が強まり非常

に厳しい状況で推移した結果、衣料用の売上高は84百万円（前年同期比 ％）となりました。  

 ② 家具・車輌用 

 米国市場向けが急速に需要回復したことにより、供給不足が懸念されておりましたが、生産体制を増強しての

対応により安定した供給の実現を図ることができました。 

 この結果、家具・車輌用の売上高は10億45百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

 ③ 手袋用 

 新たに市場投入した高感性・高機能のシープスキンタイプ及び乗馬用手袋等のスポーツ手袋用が好調に推移し

たため、手袋用の売上高は4億28百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

 ④ その他 

 ケース用の需要も回復し、顧客と共同開発した銀面調のナッパタイプも堅調に推移した結果、その他用の売上

高は76百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、販売増に伴う売掛金及びたな卸資産の増加等により前期末比2億3百万円増の

百万円となりました。有利子負債は、前期末比32百万円減の8億33百万円となりました。純資産は四半期純利益の

計上等により前期末比54百万円増の 百万円となり、自己資本比率は58.7％となりました。 

  

（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、デフレ経済は依然として進行しているものの、ゴルフ・スポーツ手袋用を含め当社

製品は依然として高い評価を受けており、米国の自動車業界等の回復を受け売上高は当初の予定を上回りました。しか

しながら、外国為替相場の急速な円高進行により営業利益、経常利益及び当期純利益において前回公表いたしました予

想を下回る見込みとなったため、平成22年10月22日「業績予想の修正に関するお知らせ」において通期業績予想数値を

修正しております。 

 なお、平成22年５月７日の決算短信で発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。 

（通期） 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

16億65 1億36

1億62

80

100.0

61.2

42.8

58.3

36億41

21億86

  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）  3,240  298  362  221  39  53

今回修正予想（Ｂ）  3,389  260  317  170  30  41

増減額（Ｂ－Ａ）  149  △38  △45  △51  －  －

増減率（％）  4.6  △12.8  △12.4  △23.1  －  －

前期実績  2,399  △90  △58  △35  △6  41



（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第２四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動は有りません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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 

 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） 

 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



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 1,583,425 1,508,083

受取手形及び売掛金 809,861 678,238

商品及び製品 164,593 121,485

仕掛品 30,550 11,041

原材料及び貯蔵品 50,080 55,665

繰延税金資産 43,717 45,199

その他 56,882 85,315

流動資産合計 2,739,111 2,505,028

固定資産   

有形固定資産 565,049 592,141

無形固定資産 18,585 20,072

投資その他の資産 318,971 320,980

固定資産合計 902,606 933,195

資産合計 3,641,717 3,438,224

負債の部   

流動負債   

買掛金 307,131 255,853

1年内返済予定の長期借入金 60,960 60,960

リース債務 4,450 4,329

未払法人税等 62,167 90

賞与引当金 30,834 15,070

その他 100,009 62,441

流動負債合計 565,552 398,745

固定負債   

長期借入金 762,840 793,320

リース債務 5,168 7,505

退職給付引当金 84,690 80,008

役員退職慰労引当金 35,715 25,570

繰延税金負債 1,294 1,389

固定負債合計 889,707 907,793

負債合計 1,455,260 1,306,539



（単位：千円）

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) 

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 2,080,577 2,029,414

自己株式 △588,075 △588,075

株主資本合計 2,148,122 2,096,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,975 △5,878

為替換算調整勘定 8,275 △8,431

評価・換算差額等合計 △10,700 △14,310

新株予約権 49,035 49,035

純資産合計 2,186,457 2,131,684

負債純資産合計 3,641,717 3,438,224



（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 1,096,481 1,665,467

売上原価 1,059,024 1,298,446

売上総利益 37,457 367,021

販売費及び一般管理費 192,675 230,742

営業利益又は営業損失（△） △155,218 136,279

営業外収益   

受取利息 546 323

受取配当金 1,207 1,261

仕入割引 6,361 13,195

持分法による投資利益 4,774 17,895

その他 9,436 2,229

営業外収益合計 22,327 34,905

営業外費用   

支払利息 5,992 6,826

為替差損 2,266 1,509

その他 2,424 173

営業外費用合計 10,683 8,508

経常利益又は経常損失（△） △143,574 162,676

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 74 6

投資有価証券評価損 － 20,134

特別損失合計 74 20,140

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（△）

△125,869 142,536

法人税、住民税及び事業税 4,280 70,503

法人税等調整額 △74,136 △8,624

法人税等合計 △69,856 61,878

少数株主損益調整前四半期純利益 － 80,657

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △56,013 80,657



（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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 598,416 830,982

売上原価 558,877 663,318

売上総利益 39,538 167,664

販売費及び一般管理費 95,591 122,282

営業利益又は営業損失（△） △56,052 45,381

営業外収益   

受取利息 528 213

受取配当金 54 67

仕入割引 3,750 7,149

持分法による投資利益 2,696 8,509

その他 8,008 1,256

営業外収益合計 15,037 17,196

営業外費用   

支払利息 3,698 3,399

為替差損 2,266 208

その他 200 39

営業外費用合計 6,165 3,647

経常利益又は経常損失（△） △47,180 58,931

特別損失   

固定資産除却損 74 6

投資有価証券評価損 － 20,134

特別損失合計 74 20,140

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（△）

△47,254 38,790

法人税、住民税及び事業税 3,254 29,209

法人税等調整額 △18,590 △12,998

法人税等合計 △15,336 16,211

少数株主損益調整前四半期純利益 － 22,579

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,918 22,579



（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) 

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（△）

△125,869 142,536

減価償却費 48,160 41,097

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,202 15,763

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,147 4,681

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,741 10,145

投資有価証券評価損益（△は益） － 20,134

固定資産除却損 74 6

受取利息及び受取配当金 △1,753 △1,584

支払利息 5,992 6,826

持分法による投資損益（△は益） △4,774 △17,895

売上債権の増減額（△は増加） △94,614 △131,623

たな卸資産の増減額（△は増加） 242,409 △57,031

仕入債務の増減額（△は減少） 62,905 51,277

その他 4,578 36,869

小計 129,313 121,200

利息及び配当金の受取額 18,690 35,054

利息の支払額 △5,992 △6,773

法人税等の支払額 △11,510 △10,398

法人税等の還付額 109,245 11,610

営業活動によるキャッシュ・フロー 239,745 150,693

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 △10,217 △13,767

無形固定資産の取得による支出 △1,717 △2,006

貸付金の回収による収入 － 10,000

その他 △2,228 △8,782

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,164 △14,555

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 △683,350 △30,480

自己株式の取得による支出 △97 －

配当金の支払額 △28,057 △27,978

リース債務の返済による支出 △2,199 △2,337

財務活動によるキャッシュ・フロー 186,295 △60,795

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 411,876 75,341

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 1,455,391 1,583,425



 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はありません。 

〔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） 

 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はありません。 

〔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） 

〔セグメント情報〕  

 当連結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） 

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。  

  

 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）  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



（１）生産、受注及び販売の状況  

当社グループの当第２四半期連結累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２四半期連結累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  77,134  42,246  95,417  84,032

家具・ 

車輌用 
 1,104,807  1,066,728  297,069  1,045,859

手袋用  493,678  411,485  214,249  428,871

その他  82,045  79,968  37,018  76,627

計  1,757,665  1,600,428  643,755  1,635,390

その他 溶剤（ＤＭＦ）  30,076  －  －  30,076

合計  1,787,742  1,600,428  643,755  1,665,467

相手先 
販売高 
（千円） 

割合（％） 

Ultrafabrics, LLC  1,040,267  62.5

Acushnet FootJoy(Thailand)Limited  237,114  14.2

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,040,267  50,023  286,881  1,377,172

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  1,665,467

Ⅲ 海外売上高の連結売上

高に占める割合（％） 
 62.5  3.0  17.2  82.7
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