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

23年3月期第3四半期 2,438 41.8 175 ― 218 ― 110 ―

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

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3四半期 19.68 ―

22年3月期第3四半期 △6.87 ―

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3四半期 3,691 2,215 58.7 387.55
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3四半期  2,166百万円 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 41.0 260 ― 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3Q 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3Q 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3Q 5,590,406株 22年3月期3Q 5,590,630株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心に輸出企業に一部回復の兆しが見えたものの、欧米

経済の景気減速を背景とした円高の進行や雇用情勢は依然として厳しい状況にあり、景気の先行きは不透明な状況

で推移しております。 

 このような状況の中で当社は、中国の原材料消費量が増加したことにより材料不足が懸念されるものの、販売先

及び仕入先と連携し安定的な生産管理体制の維持に努めてまいりました。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は24億38百万円（前年同期比41.8％増）、営業利益は1億75

百万円（前年同期は1億28百万円の損失）、経常利益は2億18百万円（前年同期は1億8百万円の損失）、四半期純利

益は1億10百万円（前年同期は38百万円の損失）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 

 国内及び海外マーケットは依然としてデフレ基調で推移しており、海外の廉価製品が台頭したことに加え円

高ユーロ安による販売価格の高騰により引き続き厳しい状況で推移しております。  

 この結果、衣料用の売上高は 億 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

 ② 家具・車輌用 

 使用材料の一部である基布が中国での綿花の減産や悪天候による不作などにより材料価格の高騰と現物確保

が困難な状況が続いたことにより、供給不足が懸念されていたものの、車輌用は米国市場向け急速な回復に牽

引され売上高が大幅に増加いたしました。 

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

 ③ 手袋用 

 円高による価格の高騰が影響したものの、ゴルフ手袋用及び乗馬用は好調に推移しており、昨年度上市した

新商品の販売を加え売上高は増加しております。  

 この結果、手袋用の売上高は 億 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

 ④ その他 

 ナッパタイプ（銀面調）の販売は好調に推移しており、従来商品も堅調に推移したため、その他用の売上高

は 億 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３四半期末の総資産は、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2億53百万円増の36億

91百万円となりました。有利子負債は、前期末比49百万円減の8億17百万円となりました。純資産は四半期純利益

の計上等により前期末比83百万円増の22億15百万円となり、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 

 平成22年10月22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

1 3 9.3

16 9 51.3

5 61 26.4

1 14 66.2



（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第３四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、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。 

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 

 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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,623,774 1,508,083

受取手形及び売掛金 746,680 678,238

商品及び製品 215,730 121,485

仕掛品 27,103 11,041

原材料及び貯蔵品 66,320 55,665

繰延税金資産 32,208 45,199

その他 83,275 85,315

流動資産合計 2,795,092 2,505,028

固定資産   

有形固定資産 553,614 592,141

無形固定資産 16,945 20,072

投資その他の資産 326,004 320,980

固定資産合計 896,564 933,195

資産合計 3,691,656 3,438,224

負債の部   

流動負債   

買掛金 324,742 255,853

1年内返済予定の長期借入金 60,960 60,960

リース債務 4,455 4,329

未払法人税等 71,655 90

賞与引当金 5,546 15,070

その他 129,490 62,441

流動負債合計 596,850 398,745

固定負債   

長期借入金 747,600 793,320

リース債務 4,053 7,505

退職給付引当金 88,812 80,008

役員退職慰労引当金 37,226 25,570

繰延税金負債 1,490 1,389

固定負債合計 879,182 907,793

負債合計 1,476,032 1,306,539



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 2,111,473 2,029,414

自己株式 △588,075 △588,075

株主資本合計 2,179,018 2,096,959

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 988 △5,878

為替換算調整勘定 △13,419 △8,431

評価・換算差額等合計 △12,430 △14,310

新株予約権 49,035 49,035

純資産合計 2,215,623 2,131,684

負債純資産合計 3,691,656 3,438,224



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,719,418 2,438,800

売上原価 1,565,629 1,928,130

売上総利益 153,788 510,669

販売費及び一般管理費 282,641 334,771

営業利益又は営業損失（△） △128,852 175,898

営業外収益   

受取利息 761 330

受取配当金 1,213 1,267

仕入割引 10,168 19,638

持分法による投資利益 13,547 28,854

その他 10,345 3,851

営業外収益合計 36,036 53,942

営業外費用   

支払利息 9,710 10,147

為替差損 2,259 1,174

その他 3,774 278

営業外費用合計 15,745 11,601

経常利益又は経常損失（△） △108,561 218,240

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 1,191 94

投資有価証券評価損 － 25,604

特別損失合計 1,191 25,698

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（△）

△91,972 192,541

法人税、住民税及び事業税 8,786 84,457

法人税等調整額 △62,356 △1,926

法人税等合計 △53,570 82,530

少数株主損益調整前四半期純利益 － 110,011

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △38,402 110,011



（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21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 622,936 773,332

売上原価 506,605 629,684

売上総利益 116,331 143,647

販売費及び一般管理費 89,965 104,029

営業利益 26,366 39,618

営業外収益   

受取利息 214 6

受取配当金 6 6

仕入割引 3,806 6,443

持分法による投資利益 8,772 10,958

その他 908 1,956

営業外収益合計 13,708 19,371

営業外費用   

支払利息 3,718 3,321

その他 1,343 105

営業外費用合計 5,061 3,427

経常利益 35,013 55,563

特別損失   

固定資産除却損 1,116 88

投資有価証券評価損 － 5,469

特別損失合計 1,116 5,558

税金等調整前四半期純利益 33,897 50,005

法人税、住民税及び事業税 4,505 13,953

法人税等調整額 11,779 6,698

法人税等合計 16,285 20,651

少数株主損益調整前四半期純利益 － 29,353

少数株主利益 － －

四半期純利益 17,611 29,353



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△91,972 192,541

減価償却費 72,696 62,318

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,810 △9,523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,148 8,803

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,700 11,656

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,604

固定資産除却損 1,191 94

受取利息及び受取配当金 △1,974 △1,598

支払利息 9,710 10,147

持分法による投資損益（△は益） △13,547 △28,854

売上債権の増減額（△は増加） △148,263 △68,442

たな卸資産の増減額（△は増加） 287,923 △120,961

仕入債務の増減額（△は減少） 93,940 68,888

その他 △13,539 33,358

小計 171,801 184,032

利息及び配当金の受取額 24,835 44,558

利息の支払額 △10,362 △10,104

法人税等の支払額 △19,735 △18,108

法人税等の還付額 109,164 14,047

営業活動によるキャッシュ・フロー 275,703 214,427

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 △17,279 △16,948

無形固定資産の取得による支出 △2,358 △2,292

その他 △3,206 △2,345

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,844 △21,585

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 △698,590 △45,720

リース債務の返済による支出 △3,299 △3,452

自己株式の取得による支出 △97 －

配当金の支払額 △28,057 △27,978

財務活動によるキャッシュ・フロー 169,955 △77,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 422,814 115,690

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 1,466,329 1,623,774



 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はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕  

 前第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はありません。 

〔海外売上高〕 

 前第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） 

  

〔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）  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



（１）生産、受注及び販売の状況  

当社グループの当第３四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３四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  97,077  53,345  87,379  103,169

家具・ 

車輌用 
 1,758,402  1,716,908  383,156  1,609,952

手袋用  651,436  529,590  199,537  561,688

その他  129,246  125,311  44,024  114,965

計  2,636,162  2,425,154  714,096  2,389,775

その他 溶剤（ＤＭＦ）  49,024  －  －  49,024

合計  2,685,187  2,425,154  714,096  2,438,800

相手先 
販売高 
（千円） 

割合（％） 

Ultrafabrics, LLC  1,602,202  65.7

Acushnet FootJoy(Thailand)Limited  331,359  13.6

  北米 ヨーロッパ 東南アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,602,202  83,097  398,666  2,083,966

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  2,438,800

Ⅲ 海外売上高の連結売上高

に占める割合（％） 
 65.7  3.4  16.3  85.5
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