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（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３四半期 2,578 8.3 33 15.9 82 △10.4 43 △38.8

24年３月期第３四半期 2,379 △2.4 28 △83.7 91 △58.0 70 △35.7

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 47百万円（ ％）△29.8 24年３月期第３四半期 67百万円（ ％）△39.4

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３四半期 7.75 －

24年３月期第３四半期 12.65 －

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３四半期 3,123 2,259 72.1 402.75

24年３月期 3,249 2,249 69.0 401.23

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 2,251百万円 24年３月期 2,242百万円

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 － 0.00 － 7.00 7.00

25年３月期 － 0.00 －

25年３月期（予想） 5.00 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、対前期増減率）

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

通期 3,511 12.0 73 73.8 136 15.3 91 3.4 16.28

（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

新規 社 （社名） 、除外 社 （社名）

（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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・

修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 6,800,000株 24年３月期 6,800,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 1,210,547株 24年３月期 1,210,547株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 5,589,453株 24年３月期３Ｑ 5,590,406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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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P.１「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興により緩やかな景気回復基調がみられた

ものの、依然として欧州の債務危機による世界経済の下ぶれリスクに加え、増税や景気の減速による個人消費の停

滞などの影響により先行きは不透明な状況で推移しております。

合成皮革業界においては、東南アジアを中心とした新興国の技術水準の向上や円高に伴う輸出競争力の低下が見

られております。

このような経済状況のもとで当社グループは、12月の衆議院議員総選挙後の円安が当社の追い風となり収益力に

改善の兆しが見えております。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は25億78百万円（前年同四半期比8.3％増）、営業利益33

百万円（前年同四半期比15.9％増）、経常利益82百万円（前年同四半期比10.4％減）、四半期純利益43百万円（前

年同四半期比38.8％減）となりました。

用途別売上の概況は次のとおりであります。

① 家具・車輌用

廉価商品の競合はあるものの、車輌用・航空機用の販売が好調に推移しております。また、自動車、飛行

機、トラック向け及び家具などの既存用途向けの販売も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19億39百万円（前年同四半期比16.0％増）となりました。

② 手袋用

ゴルフ手袋用はデザイン変更等により販売量が減少しておりますが、他のスポーツ手袋や乗馬用の販売に注

力し、これを補うよう努めてまいりましたが、前年度を大きく下回る実績となりました。

この結果、手袋用の売上高は3億76百万円（前年同四半期比22.1％減）となりました。

③ その他

欧米を中心としたケース用等の売上は依然として回復基調とならず、前年度を下回る実績となったものの、

この数年低迷していた衣料用の「#6600 CAPRITAS Fleure」が海外アパレルに高く評価されたため、販売量を増

やすことができました。

この結果、その他の売上高は2億23百万円（前年同四半期比20.5％増）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３四半期連結会計期間末における流動資産は22億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億35百万円減

少いたしました。これは主に現金及び預金が2億26百万円、商品及び製品が76百万円減少したこと、受取手形及び

売掛金が1億86百万円増加したことによるものであります。固定資産は前連結会計年度末と比べ9百万円増加してお

ります。これは主に有形固定資産及び無形固定資産が15百万円減少したものの、投資その他の資産が24百万円増加

したことによるものであります。

この結果、総資産は、31億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億26百万円減少いたしました。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は7億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ92百万円減少いた

しました。これは主に短期借入金が3億円増加したことに対し、買掛金が1億13百万円、1年内返済予定の長期借入

金が3億円減少したことによるものであります。固定負債は1億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ42百万円

減少いたしました。これは主に長期借入金の返済45百万円があったことによるものであります。

この結果、負債合計は、8億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億35百万円減少いたしました。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は22億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ9百万円増加

いたしました。これは主に四半期純利益の計上による増加43百万円、剰余金の配当による減少39百万円によるもの

であります。

この結果、自己資本比率は72.1%（前連結会計年度末は69.0%）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、平成24年11月２日に発表いたしました業績予想から変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（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

（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、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。

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微で

あります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,052,153 825,282

受取手形及び売掛金 808,266 995,252

商品及び製品 346,215 269,367

仕掛品 29,974 26,474

原材料及び貯蔵品 61,294 73,561

繰延税金資産 27,106 23,522

未収還付法人税等 26,461 3,341

その他 33,473 32,744

流動資産合計 2,384,946 2,249,548

固定資産

有形固定資産 519,030 505,861

無形固定資産 16,219 13,697

投資その他の資産 329,324 354,083

固定資産合計 864,575 873,642

資産合計 3,249,521 3,123,191

負債の部

流動負債

買掛金 321,834 208,032

短期借入金 － 300,000

1年内返済予定の長期借入金 360,960 60,960

リース債務 2,937 289

未払法人税等 1,295 1,932

賞与引当金 18,786 6,261

役員賞与引当金 10,000 9,000

その他 82,704 119,462

流動負債合計 798,518 705,938

固定負債

長期借入金 71,400 25,680

退職給付引当金 86,671 84,776

役員退職慰労引当金 41,660 46,300

繰延税金負債 1,279 1,435

固定負債合計 201,011 158,191

負債合計 999,530 864,130

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 2,181,537 2,185,709

自己株式 △588,303 △588,303

株主資本合計 2,248,853 2,253,025

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,229 1,672

為替換算調整勘定 △7,429 △3,548

その他の包括利益累計額合計 △6,200 △1,875

新株予約権 7,338 7,911

純資産合計 2,249,991 2,259,061

負債純資産合計 3,249,521 3,123,191



（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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 2,379,979 2,578,654

売上原価 2,041,816 2,204,539

売上総利益 338,163 374,115

販売費及び一般管理費 309,417 340,802

営業利益 28,745 33,312

営業外収益

受取利息 80 30

受取配当金 1,838 1,342

仕入割引 21,639 5,255

持分法による投資利益 46,205 42,647

その他 2,620 3,345

営業外収益合計 72,382 52,621

営業外費用

支払利息 8,258 3,451

為替差損 1,212 383

その他 76 73

営業外費用合計 9,546 3,908

経常利益 91,581 82,025

特別利益

新株予約権戻入益 49,056 －

特別利益合計 49,056 －

特別損失

固定資産除却損 4,659 394

特別損失合計 4,659 394

税金等調整前四半期純利益 135,978 81,630

法人税、住民税及び事業税 36,952 33,905

法人税等調整額 28,333 4,426

法人税等合計 65,286 38,332

少数株主損益調整前四半期純利益 70,692 43,298

少数株主利益 － －

四半期純利益 70,692 43,298



（四半期連結包括利益計算書）
（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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 70,692 43,298

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △735 443

為替換算調整勘定 △2,098 3,881

その他の包括利益合計 △2,833 4,324

四半期包括利益 67,859 47,622

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 67,859 47,622

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。

該当事項はありません。

（１）生産及び受注の状況

当第３四半期連結累計期間の生産及び受注状況を用途別に示すと、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３四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。

（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

４．補足情報

用途別の名称
生産金額
（千円）

前年同四半期比
（％）

受注金額
（千円）

前年同四半期比
（％）

受注残金額
（千円）

前年同四半期
比（％）

湿式合成皮革

家具・車輌用 1,880,196 95.1 1,978,990 120.0 393,272 102.9

手袋用 388,786 68.6 382,455 99.8 190,261 101.3

その他 221,672 109.4 237,229 177.7 83,822 93.0

湿式合成皮革計 2,490,655 90.7 2,598,675 120.0 667,356 101.1

溶剤（ＤＭＦ） 39,465 99.4 － － － －

合計 2,530,121 90.8 2,598,675 120.0 667,356 101.1

用途別の名称
販売金額
（千円）

前年同四半期
比（％）

湿式合成皮革

家具・車輌用 1,939,204 116.0

手袋用 376,497 77.9

その他 223,486 120.5

湿式合成皮革計 2,539,189 108.5

溶剤（ＤＭＦ） 39,465 99.4

合計 2,578,654 108.3
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