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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 833 △0.1 16 △81.6 37 △63.4 20 △64.8

23年3月期第1四半期 834 67.5 90 ― 103 ― 58 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 21百万円 （△61.2％） 23年3月期第1四半期 55百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 3.66 ―

23年3月期第1四半期 10.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,705 2,221 58.6
23年3月期 3,696 2,239 59.3

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,172百万円 23年3月期  2,190百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 1,800 8.1 120 △11.8 125 △22.8 52 △35.0 9.38
通期 3,570 9.2 260 16.1 270 △3.6 200 53.8 34.89



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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.１「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

新規 1社 （社名） Ultrafabrics Europe Ltd. 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,800,000 株 23年3月期 6,800,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,209,594 株 23年3月期 1,209,594 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,590,406 株 23年3月期1Q 5,590,406 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災や原子力発電所事故に

より電力不足や放射能汚染等の風評被害が広がり国内企業の生産や輸出は大幅に減少いたしました。個人消費も震

災による買い控え傾向が顕著となり厳しい状況で推移しております。 

 このような状況下で当社は、環境対応型商品、防汚加工、研磨布等の研究開発や従来商品の品質改良を積極的に

進め、優れた商品の供給につとめております。しかしながら、震災の影響による供給電力問題や原材料価格の高騰

に加え、予想を大幅に上回る円高が当社の収益力を圧迫しており、厳しい状況で推移しております。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同四半期比0.1％減）、営業利益は

百万円（前年同四半期比81.6％減）、経常利益は 百万円（前年同四半期比63.4％減）、四半期純利益は 百万円

（前年同四半期比64.8％減）となりました。 

 用途別の売上高の状況は以下のとおりとなります。なお、前連結会計年度まで用途別の名称で表示されていた

「衣料用」は、金額的重要性が乏しくなったため当第１四半期連結累計期間より主要用途等の「その他」に含めて

表示しております。 

  

（家具・車輌用）  

 米国向けの自動車・トラック向けの需要が回復し、コントラクト・マーケット、ＲＶ、航空機等の需要も堅調

に推移しております。また、販路拡大の対象地域として注目していたＥＵ向けの需要も増加傾向にあるため、販

売高は好調に推移しております。 

 この結果、家具・車輌用の売上高は５億26百万円（前年同四半期比1.8％増）となりました。 

（手袋用） 

 震災の影響により国内向けスポーツ手袋の販売は減少したものの、作業用手袋は上昇傾向にあります。海外向

けゴルフ手袋・乗馬手袋等のスポーツ手袋用の需要は安定して推移いたしました。 

 この結果、手袋用の売上高は２億18百万円（前年同四半期比3.2％減）となりました。 

（その他） 

 海外向け衣料用は横ばいで推移したものの、国内衣料用は消費者の買い控えの影響を受けて低迷しておりま

す。ケース用のスエードタイプ・ナッパタイプ（銀面調）は計画停電による生産量の減少が影響したため売上高

が減少しております。  

 この結果、その他の売上高は73百万円（前年同四半期比3.5％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結累計期間末における総資産は37億５百万円となり、前連結会計年度末比９百万円の増加となり

ました。これは主に受取手形及び売掛金の減少、納税及び配当等により一部減少したものの、売上債権の回収によ

る現預金の増加、たな卸資産の増加等があったことによるものであります。 

（負債） 

 負債合計は14億83百万円となり、前連結会計年度末比26百万円の増加となりました。これは主に未払法人税等の

減少があったものの、仕入債務及び賞与引当金の増加したことによるものであります。 

（純資産） 

 純資産は22億21百万円となり、前連結会計年度末比17百万円の減少となりました。これは主に四半期純利益20百

万円を計上する一方で、配当金の支払39百万円があったことによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、円高の継続、震災に関連した様々な要因による一時的なコストの増加があったも

のの、夏場以降の見通しは海外向けを中心に堅調に推移するものと予想されます。 

 このため、連結業績予想数値につきましては、平成23年５月13日付の発表値を据え置いております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

8億33 16

37 20



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結会計期間より、持分法適用関連会社であるUltrafabrics ,LLCがUltrafabrics Europe Ltd.を

設立したため持分法適用の範囲に含めております。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,562,066 1,655,071

受取手形及び売掛金 899,314 798,324

商品及び製品 144,014 192,946

仕掛品 26,812 20,705

原材料及び貯蔵品 58,295 71,253

繰延税金資産 40,149 40,255

その他 100,783 48,875

流動資産合計 2,831,437 2,827,432

固定資産   

有形固定資産 541,303 542,044

無形固定資産 16,750 15,244

投資その他の資産 306,515 320,313

固定資産合計 864,569 877,602

資産合計 3,696,006 3,705,034

負債の部   

流動負債   

買掛金 284,062 372,545

1年内返済予定の長期借入金 360,960 660,960

リース債務 4,460 4,468

未払法人税等 106,816 3,915

賞与引当金 18,102 33,599

役員賞与引当金 10,000 3,000

その他 105,577 151,246

流動負債合計 889,979 1,229,734

固定負債   

長期借入金 432,360 117,120

リース債務 2,937 1,814

退職給付引当金 91,646 93,329

役員退職慰労引当金 38,760 40,240

繰延税金負債 1,241 1,456

固定負債合計 566,946 253,960

負債合計 1,456,926 1,483,695



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 2,132,365 2,113,700

自己株式 △588,075 △588,075

株主資本合計 2,199,910 2,181,245

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,234 990

為替換算調整勘定 △11,099 △9,932

その他の包括利益累計額合計 △9,864 △8,942

新株予約権 49,035 49,035

純資産合計 2,239,080 2,221,339

負債純資産合計 3,696,006 3,705,034



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 834,485 833,412

売上原価 635,128 711,429

売上総利益 199,357 121,983

販売費及び一般管理費 108,459 105,287

営業利益 90,897 16,696

営業外収益   

受取利息 109 7

受取配当金 1,194 1,259

仕入割引 6,045 6,692

持分法による投資利益 9,386 15,772

その他 973 775

営業外収益合計 17,709 24,507

営業外費用   

支払利息 3,426 3,180

その他 1,434 43

営業外費用合計 4,861 3,223

経常利益 103,745 37,980

税金等調整前四半期純利益 103,745 37,980

法人税、住民税及び事業税 41,294 18,120

法人税等調整額 4,373 △608

法人税等合計 45,667 17,512

少数株主損益調整前四半期純利益 58,077 20,468

少数株主利益 － －

四半期純利益 58,077 20,468



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 58,077 20,468

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,743 △243

為替換算調整勘定 12,786 1,166

その他の包括利益合計 △2,957 922

四半期包括利益 55,120 21,391

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 55,120 21,391



 該当事項はありません。  

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

  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。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象



（１）生産及び受注の状況 

  当第１四半期連結累計期間の生産及び受注実績を用途別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

  

（２）販売の状況 

  当第１四半期連結累計期間の販売実績を用途別に示すと、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

５．補足情報

用途別の名称 
生産金額 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

受注金額 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

受注残金額 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

湿式合成皮革          

  家具・車輌用  622,986  115.8  582,271  109.6  459,841  158.2

  手袋用  254,671  98.4  165,852  70.5  235,169  97.6

  その他  71,579  71.0  45,775  55.5  113,958  64.4

   湿式合成皮革計  949,237  105.8  793,899  93.5  808,969  114.2

 溶剤（ＤＭＦ）  14,484  96.4  －  －  －  －

合計  963,722  105.6  793,899  93.5  808,969  114.2

用途別の名称 
販売金額 
（千円） 

前年同期比 
（％） 

湿式合成皮革     

  家具・車輌用  526,350  101.8

  手袋用  218,737  96.8

  その他  73,840  96.5

   湿式合成皮革計  818,928  99.9

 溶剤（ＤＭＦ）  14,484  96.4

合計  833,412  99.9
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