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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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 16,228 △22.5 △117 － △11 － 76 △86.2

2020年３月期第２四半期 20,951 △8.8 773 △12.9 746 △21.7 551 △12.5

（注）包括利益 2021年３月期第２四半期 △30百万円 （－％） 2020年３月期第２四半期 464百万円（△6.7％）

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

2021年３月期第２四半期 3.10 －

2020年３月期第２四半期 22.50 －

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

2021年３月期第２四半期 46,334 32,025 67.3 1,272.17

2020年３月期 49,931 32,448 63.1 1,285.48

（参考）自己資本 2021年３月期第２四半期 31,165百万円 2020年３月期 31,491百万円

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

2020年３月期 － 16.00 － 16.00 32.00

2021年３月期 － 12.00

2021年３月期（予想） － 12.00 24.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 37,800 △11.9 600 △70.8 800 △63.6 600 △53.0 24.49

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021年３月31日）



 

（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        ： 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） 2021年３月期２Ｑ 24,500,000株 2020年３月期 24,500,000株

②  期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 1,757株 2020年３月期 1,757株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 24,498,243株 2020年３月期２Ｑ 24,498,263株

※  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）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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当た

っての注意事項等については、添付資料Ｐ.２「１．当四半期決算に関する定性的情報　（３）連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



 

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ……………………………………………………………… 2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………………… 3

（１）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………… 3

（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 ……………………………………………………… 5

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 5

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………………… 7

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 7

○添付資料の目次

- 1 -

共和レザー株式会社（3553）　2021年３月期第２四半期決算短信



 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染対策に伴う経済活動への影響により

引き続き厳しい状況にありますが、各種政策の効果や海外経済の改善などを背景に、個人消費や輸出に持ち直しの

動きがみられ始めています。

　このような状況のもと、当企業グループの連結売上高は162億２千８百万円と前年同期（209億５千１百万円）に

比べ22.5％の減少となりました。

　売上高を用途別にみますと、車両用につきましては、特に第１四半期における当社の主要顧客である自動車メー

カーからの受注減少などにより、137億２千８百万円と前年同期（177億４千１百万円）に比べ22.6％の減少とな

り、住宅・住設用につきましては、13億５百万円と前年同期（15億１千５百万円）に比べ13.9％の減少となり、フ

ァッション・生活資材用につきましては、コロナ禍の影響などによる需要低迷により、11億９千４百万円と前年同

期（16億９千５百万円）に比べ29.5％の減少となりました。

　利益面につきましては、原価改善や固定費の削減などに努めて参りましたが、売上高の減少による影響が大き

く、連結経常損失は１千１百万円（前年同期連結経常利益７億４千６百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利

益は７千６百万円と前年同期親会社株主に帰属する四半期純利益（５億５千１百万円）に比べ86.2％の減少となり

ました。

（２）財政状態に関する説明

　当第２四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7.2％減少し、463億３千４百万円となりまし

た。

　資産の部では、流動資産は前連結会計年度末に比べ9.1％減少し、259億９千７百万円となりました。これは主と

して受取手形及び売掛金が減少したことによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ4.6％減少し、203億３

千７百万円となりました。これは主として投資有価証券が減少したことによります。

　負債の部では、流動負債は前連結会計年度末に比べ20.8％減少し、116億７千５百万円となりました。これは主

として支払手形及び買掛金が減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ3.6％減少し、26億

３千３百万円となりました。これは主としてその他に区分されているリース債務が減少したことによります。

　純資産の部は、前連結会計年度末に比べ1.3％減少し、320億２千５百万円となりました。これは主として利益剰

余金が減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の業績予想につきましては、現時点では2020年10月23日に公表いたしました業績予想から変更はありませ

ん。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,455 10,781

受取手形及び売掛金 8,509 7,275

電子記録債権 2,952 2,244

有価証券 2,800 1,700

商品及び製品 2,159 2,095

仕掛品 608 690

原材料及び貯蔵品 811 857

その他 404 472

貸倒引当金 △91 △121

流動資産合計 28,611 25,997

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,691 3,565

機械装置及び運搬具（純額） 4,549 4,171

土地 3,778 3,728

建設仮勘定 1,459 1,607

その他（純額） 556 454

有形固定資産合計 14,035 13,526

無形固定資産

のれん 86 60

ソフトウエア 132 113

その他 307 250

無形固定資産合計 526 424

投資その他の資産

投資有価証券 4,314 3,804

長期貸付金 33 34

繰延税金資産 1,141 1,201

退職給付に係る資産 253 301

その他 1,042 1,069

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 6,757 6,386

固定資産合計 21,320 20,337

資産合計 49,931 46,334

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,303 5,151

電子記録債務 3,922 2,917

短期借入金 689 670

未払金 1,481 1,037

未払法人税等 304 93

役員賞与引当金 70 35

資産除去債務 12 11

その他 1,966 1,758

流動負債合計 14,750 11,675

固定負債

役員退職慰労引当金 192 161

退職給付に係る負債 2,239 2,243

資産除去債務 16 15

その他 284 212

固定負債合計 2,733 2,633

負債合計 17,483 14,308

純資産の部

株主資本

資本金 1,810 1,810

資本剰余金 1,654 1,654

利益剰余金 27,531 27,215

自己株式 △0 △0

株主資本合計 30,994 30,678

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 101 169

為替換算調整勘定 261 200

退職給付に係る調整累計額 133 117

その他の包括利益累計額合計 497 486

非支配株主持分 956 859

純資産合計 32,448 32,025

負債純資産合計 49,931 46,334

- 4 -

共和レザー株式会社（3553）　2021年３月期第２四半期決算短信



 （単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 20,951 16,228

売上原価 17,029 13,582

売上総利益 3,922 2,645

販売費及び一般管理費

給料手当及び賞与 1,066 995

役員賞与引当金繰入額 37 38

役員退職慰労引当金繰入額 59 18

その他 1,984 1,711

販売費及び一般管理費合計 3,148 2,763

営業利益又は営業損失（△） 773 △117

営業外収益

受取利息 11 6

受取配当金 17 20

持分法による投資利益 69 82

デリバティブ評価益 25 －

固定資産売却益 1 75

その他 44 43

営業外収益合計 170 228

営業外費用

為替差損 127 14

売上割引 16 9

固定資産除却損 6 49

その他 46 47

営業外費用合計 196 122

経常利益又は経常損失（△） 746 △11

特別利益

助成金収入 － 229

特別利益合計 － 229

特別損失

休業手当 － 244

特別損失合計 － 244

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（△）
746 △26

法人税等 212 △32

四半期純利益 534 5

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △16 △70

親会社株主に帰属する四半期純利益 551 76

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

四半期純利益 534 5

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 43 67

為替換算調整勘定 △73 △67

退職給付に係る調整額 △23 △16

持分法適用会社に対する持分相当額 △17 △19

その他の包括利益合計 △70 △36

四半期包括利益 464 △30

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 508 65

非支配株主に係る四半期包括利益 △44 △96

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第２四半期連結累計期間において391百万円の剰余金の配当を行っております。
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