
  

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第１四半期  8,490  49.2  △34  －  △40  －  △53  －

24年３月期第１四半期  5,691  △17.3  △622  －  △592  －  △598  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 62百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 △580百万円 （ ％） －

  
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 

25年３月期第１四半期  △2.19  －

24年３月期第１四半期  △24.43  －

  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 

25年３月期第１四半期  37,306  22,148  57.4  873.95

24年３月期  38,325  22,156  55.9  875.14

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 21,410百万円   24年３月期 21,439百万円 

  
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 
24年３月期  － 2.50 － 2.50  5.00

25年３月期  －       
25年３月期（予想）   2.50 － 2.50  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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）  17,000  32.1  △300  －  △300  －  △350  －  △14.29

通期  35,500  18.6  300  －  300  －  100  －  4.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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）： 無

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 24,500,000株 24年３月期 24,500,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 1,405株 24年３月期 1,399株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 24,498,599株 24年３月期１Ｑ 24,498,601株

 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きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手続きは終了しておりません。

 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

前提となる条件及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．当四半期決

算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」をご覧ください。
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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、欧州の債務危機を巡る世界経済の影響等の懸念を抱え先行き

不透明な状況ではあったものの、復興需要や個人消費の増加等内需の好調を背景として緩やかな景気回復の動きで

推移しました。 

 このような状況のもと、当企業グループは、内需好調の影響から連結売上高は84億９千万円と前年同期（56億９

千１百万円）に比べ49.2％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、53億６千９百万円と前年同期（27億２千７百万円）に比べ

96.8％の増加、壁装用につきましては、12億３千１百万円と前年同期（10億６千５百万円）に比べ15.5％の増加、

家具・履物・雑貨用につきましては、11億６千６百万円と前年同期（11億６千５百万円）に比べ微増となりまし

た。産業資材用につきましては、７億２千３百万円と前年同期（７億３千２百万円）に比べ1.2％の減少となりま

した。 

 利益面につきましては、連結経常損失は４千万円（前年同期連結経常損失 ５億９千２百万円）、連結四半期純

損失は５千３百万円（前年同期連結四半期純損失 ５億９千８百万円）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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2.7％減少し、373億６百万円となりました。

 資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ2.1％減少し、193億８千９百万円となりました。これは主と

して有価証券の減少などによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ3.3％減少し、179億１千７百万円とな

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7.2％減少し125億７千２百万円となりました。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1.5％減少し、25億８千５百

万円となりました。これは主として退職給付引当金の減少などによります。  

 純資産の部は、前連結会計年度末に比べ微減し、221億４千８百万円となりました。これは主として四半期純損

失によります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期連結累計期間および通期の業績予想につきましては、現時点では平成24年５月11日に公表いたしまし

た業績予想から変更はありません。 

   

(1）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。 

  

(2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期

純損失はそれぞれ２百万円減少しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,182 1,710

受取手形及び売掛金 9,450 9,057

有価証券 5,828 5,187

商品及び製品 1,524 1,571

仕掛品 598 627

原材料及び貯蔵品 852 897

繰延税金資産 58 54

その他 359 326

貸倒引当金 △49 △44

流動資産合計 19,805 19,389

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,658 2,608

機械装置及び運搬具（純額） 4,522 4,354

土地 3,727 3,727

建設仮勘定 287 325

その他（純額） 264 245

有形固定資産合計 11,461 11,261

無形固定資産   

のれん 380 393

その他 155 144

無形固定資産合計 536 537

投資その他の資産   

投資有価証券 5,798 5,364

その他 747 778

貸倒引当金 △23 △24

投資その他の資産合計 6,522 6,118

固定資産合計 18,519 17,917

資産合計 38,325 37,306
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,506 9,189

短期借入金 98 195

未払法人税等 57 10

引当金 42 10

資産除去債務 18 18

その他 3,820 3,147

流動負債合計 13,542 12,572

固定負債   

退職給付引当金 2,167 2,144

その他の引当金 178 163

資産除去債務 32 32

その他 247 245

固定負債合計 2,625 2,585

負債合計 16,168 15,158

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 18,007 17,892

自己株式 △0 △0

株主資本合計 21,403 21,288

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 66 63

為替換算調整勘定 △30 58

その他の包括利益累計額合計 36 121

少数株主持分 717 737

純資産合計 22,156 22,148

負債純資産合計 38,325 37,306
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（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,691 8,490

売上原価 5,126 7,274

売上総利益 565 1,215

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 421 420

役員賞与引当金繰入額 10 11

役員退職慰労引当金繰入額 11 11

その他 745 806

販売費及び一般管理費合計 1,188 1,249

営業損失（△） △622 △34

営業外収益   

受取利息 15 5

受取配当金 6 4

持分法による投資利益 28 11

その他 21 21

営業外収益合計 72 42

営業外費用   

売上割引 16 15

固定資産除却損 20 0

投資有価証券評価損 － 21

その他 4 10

営業外費用合計 41 48

経常損失（△） △592 △40

税金等調整前四半期純損失（△） △592 △40

法人税等 1 7

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △594 △47

少数株主利益 4 5

四半期純損失（△） △598 △53
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（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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △594 △47

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 △3

為替換算調整勘定 － 84

持分法適用会社に対する持分相当額 20 29

その他の包括利益合計 14 110

四半期包括利益 △580 62

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △584 32

少数株主に係る四半期包括利益 4 30

6

共和レザー株式会社（3553）　平成25年３月期第１四半期決算短信



 該当事項はありません。   

   

 当第１四半期連結累計期間において61百万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）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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