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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 78,622 ― 6,098 ― 6,234 ― 3,224 ―

20年3月期第1四半期 72,932 12.3 5,762 19.8 5,717 18.6 3,340 19.1

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

21年3月期第1四半期 31.05 ―

20年3月期第1四半期 32.16 ―

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

21年3月期第1四半期 263,442 152,726 55.0 1,394.84
20年3月期 254,263 155,501 57.9 1,418.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  144,837百万円 20年3月期  147,275百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 150,000 ― 9,500 ― 9,000 ― 4,800 ― 46.23
通期 315,000 1.0 21,000 △15.0 20,500 △15.2 11,500 △19.2 110.75

4.  その他 

(1) 期中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) 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  有  

(3) 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（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もの） 

［ （注）詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 ］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．平成21年3月期の連結業績予想は、平成20年5月8日発表時の業績予想と変更ありません。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
条件及び業績予想の利用にあたっての注意事項等については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期  104,042,806株 20年3月期  104,042,806株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  204,557株 20年3月期  204,369株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  103,838,328株 20年3月期第1四半期  103,841,781株



 【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1 四半期の世界経済は、歴史的な原油価格高騰の中で、米国ではサブプライムローン問題に

端を発して景気の減速傾向が顕著となり、欧州においても景気の減速懸念が強まっています。また、

中国をはじめとするアジアやその他新興国では景気の拡大は続いているものの成長の伸びは鈍化

してきており、世界経済の減速が懸念されています。わが国経済は、原油・原材料価格の大幅な高

騰や株式市場の下落、米国の景気後退懸念から、輸出・生産は弱含みとなり、企業の業況判断は慎

重さが増しており、国内景気の減速傾向が鮮明になってきています。 

 当社グループを取り巻く経営環境は、自動車生産台数が国内・海外ともに堅調に推移しました。

一方、天然ゴムや石油産品、鋼材等の原材料価格が上昇し、収益面では厳しい状況となりました。

今後は世界的な景気減速による需要減少の中、競争激化に伴う製品価格の低下も懸念され、一層厳

しい状況が続くものと予想されます。 

 このような状況下、当社グループは原材料価格の急激な高騰に対して原価低減活動の推進や売価

への反映に努力し、さらに強靭な経営体質と「世界 No.１品質」の実現に向けて、グローバル市場

における事業の拡大や構造改革を加速させるとともに、お客様の満足を第一義とした製品開発に取

り組むなど、高品質な製品を供給できるよう努めてまいりました。 

 この結果、当第 1 四半期の連結売上高は 78,622 百万円となり、経常利益は 6,234 百万円となり

ましたが、棚卸資産の評価方法の変更に伴う特別損失を計上したことにより、四半期純利益は

3,224 百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

＜ゴム製品事業部門＞ 

 自動車用ゴム製品分野では、米国の景気減速傾向を受けて米国の海外子会社の売上は減少したも

のの、国内自動車メーカー各社の生産台数がアジアを中心に拡大したことに伴い中国・タイの海外

子会社の生産が拡大し、全体的には堅調に推移しました。自動車用防振ゴムでは、電子制御式エン

ジンマウントなどの増加により、売上高は前年同期を上回りました。自動車用ホースでも、樹脂と

ゴムとの複合低透過ホースなど環境規制対応製品の伸びもあり、売上高は前年同期を上回りました。 

 産業用ゴム製品分野では、建設機械向けなどの高圧ホースが堅調に推移したほか、橋梁用ゴム支

承の売上も伸び、また住宅用・ビル用制震装置の市場展開を推進したことにより、売上高は前年同

期を上回りました。 

 この結果、セグメント間消去前の売上高は 64,212 百万円、営業利益は 4,997 百万円となりまし

た。 

 

＜樹脂製品その他事業部門＞ 

 プリンター用機能部品など事務機器向け精密部品分野では、プリンターのカラー化、高機能化に

対応した製品の販売が堅調に推移し、売上高は前年同期を上回りました。 

 内装材・ウレタン製品等自動車用樹脂製品分野では、適用車種の増加および新規車種向け製品の

受注が好調であったことから、売上高は前年同期を上回りました。 

 この結果、セグメント間消去前の売上高は 15,730 百万円、営業利益は 1,101 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 

 資産合計は、2,634 億 42 百万円（前連結会計年度末比 91 億 79 百万円増）となりました。 

 この内、流動資産は 1,452 億 68 百万円（前連結会計年度末比 112 億 9百万円増）となりました

が、これは主に当社の社債発行により預金が増加したことによるものです。固定資産は 1,181 億

74 百万円（前連結会計年度末比 20 億 30 百万円減）となりました。 

 負債合計は、1,107 億 16 百万円（前連結会計年度末比 119 億 54 百万円増）となりました。これ

は主に、前述の通り当社で社債を発行したことによるものです。 

 純資産合計は、1,527 億 26 百万円（前連結会計年度末比 27 億 75 百万円減）となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

現在の経営環境は、天然ゴム、原油、鋼材等原材料価格のさらなる高騰に加え、米国及び国内

経済の減速が懸念され、予断を許さない状況と認識しておりますが、当第１四半期連結会計期間

における業績は概ね計画通りであり、今後の業績も計画通り推移するものと見込まれるため、第 2

四半期及び通期の業績予想は平成 20 年 5 月 8 日に発表した業績予想と変更ありません。 

 

４.その他 

（1）期中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） 

   該当事項はありません。 

 

（2）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 

  ①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価の切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ簿

価の切下げを行う方法によっております。 

   

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

    当第１四半期会計期間に係る法人税等の算定については、加減算項目や税額控除項目を重

要なものに限定する等の簡便的な方法によっております。 

 

（3）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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

  当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12

号 平成 19 年 3 月 14 日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第 14 号 平成 19年 3 月 14 日）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

   

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9

号 平成 18 年 7 月 5 日）を適用し、評価基準については、従来の原価法から原価法（貸借



対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）に変更しております。 

    これにより、営業利益及び経常利益がそれぞれ 4 百万円減少し、税金等調整前四半期純利

益が 482 百万円減少しております。 

   

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第 1 四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」（実務対応報告第 18号 平成 18 年 5月 17 日）を適用し、連結決算上必

要な修正を行っております。 

    これによる営業利益、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ありません。 

   

④「リース取引に関する会計基準」の適用 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号

（平成 5 年 6 月 17 日 （企業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成 6 年 1 月 18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年 3月 30 日改正））が平成 20 年 4月 1

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。 

これによる営業利益、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。 

     

  ⑤在外子会社等の収益及び費用の換算方法の変更 

在外子会社等の収益及び費用は、従来当該子会社等の期末日の直物為替相場により換算し

ておりましたが、当該子会社等の重要性が増したことに伴い、当第１四半期連結会計期間よ

り期中平均相場による換算に変更しております。 

    これにより、従来の方法によった場合に比べ売上高が 987 百万円、営業利益が 118 百万円、

経常利益が 121 百万円増加し、税金等調整前四半期純利益が 121 百万円増加しております。 

    なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 39,532 28,318 

受取手形及び売掛金 69,816 70,375 

有価証券 500 500 

商品及び製品 6,299 6,251 

原材料 6,207 7,541 

仕掛品 7,496 6,457 

貯蔵品 2,396 2,911 

未収入金 7,434 7,422 

繰延税金資産 4,021 3,269 

その他 1,726 1,185 

貸倒引当金 △159 △170 

流動資産合計 145,268 134,059 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 66,035 67,596 

減価償却累計額 △34,181 △34,103 

建物及び構築物（純額） 31,854 33,493 

機械装置及び運搬具 167,780 171,134 

減価償却累計額 △124,455 △125,100 

機械装置及び運搬具（純額） 43,325 46,034 

工具、器具及び備品 45,993 45,991 

減価償却累計額 △38,687 △38,495 

工具、器具及び備品（純額） 7,306 7,496 

土地 10,882 11,005 

建設仮勘定 8,439 5,736 

リース資産 106 － 

減価償却累計額 △11 － 

リース資産（純額） 95 － 

有形固定資産合計 101,901 103,764 

無形固定資産   

無形固定資産合計 3,319 3,336 

投資その他の資産   

投資有価証券 10,112 10,296 

繰延税金資産 337 636 

その他 2,611 2,277 

貸倒引当金 △106 △105 

投資その他の資産合計 12,954 13,104 

固定資産合計 118,174 120,204 

資産合計 263,442 254,263 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 52,300 54,683 

短期借入金 11,654 11,516 

未払金 13,604 11,502 

未払法人税等 2,339 2,590 

役員賞与引当金 7 34 

製品保証引当金 276 283 

その他 8,884 6,596 

流動負債合計 89,064 87,204 

固定負債   

社債 15,000 5,000 

長期借入金 263 263 

繰延税金負債 2,986 2,917 

退職給付引当金 2,768 2,744 

役員退職慰労引当金 224 227 

その他 411 407 

固定負債合計 21,652 11,558 

負債合計 110,716 98,762 

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,145 12,145 

資本剰余金 10,867 10,867 

利益剰余金 122,167 119,875 

自己株式 △261 △261 

株主資本合計 144,918 142,626 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,323 2,005 

為替換算調整勘定 △2,404 2,644 

評価・換算差額等合計 △81 4,649 

少数株主持分 7,889 8,226 

純資産合計 152,726 155,501 

負債純資産合計 263,442 254,263 



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

売上高 78,622 

売上原価 65,306 

売上総利益 13,316 

販売費及び一般管理費 7,218 

営業利益 6,098 

営業外収益  

受取利息 46 

受取配当金 67 

投資有価証券売却益 17 

為替差益 145 

持分法による投資利益 117 

その他 124 

営業外収益合計 516 

営業外費用  

支払利息 174 

減損損失 28 

固定資産廃棄損 45 

その他 133 

営業外費用合計 380 

経常利益 6,234 

特別損失  

たな卸資産評価損 478 

特別損失合計 478 

税金等調整前四半期純利益 5,756 

法人税、住民税及び事業税 2,307 

法人税等調整額 △241 

少数株主利益 466 

四半期純利益 3,224 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 5,756 

減価償却費 4,654 

減損損失 28 

のれん償却額 15 

固定資産廃棄損 45 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △7 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21 

受取利息及び受取配当金 △113 

持分法による投資損益（△は益） △117 

支払利息 174 

売上債権の増減額（△は増加） △1,643 

たな卸資産の増減額（△は増加） △502 

仕入債務の増減額（△は減少） △355 

その他 1,498 

小計 9,432 

利息及び配当金の受取額 69 

利息の支払額 △147 

法人税等の支払額 △2,497 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,857 

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 △4,974 

有形固定資産の売却による収入 11 

投資有価証券の取得による支出 △2 

投資有価証券の売却による収入 20 

その他 △181 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,126 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,464 

社債の発行による収入 10,000 

配当金の支払額 △935 

少数株主への配当金の支払額 △8 

その他 △11 

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,510 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,401 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 10,840 

現金及び現金同等物の期首残高 28,318 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 374 

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,532 



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年3月14日）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年6月30日） 

 （注）１ 事業の区分は、製品種別の観点から２つに区分しております。 

２ 各事業の主な製品は、次のとおりであります。 

ゴ ム 製 品…防振ゴム、ホース 

樹脂製品その他…精密樹脂部品、樹脂型枠、自動車用内装部品他 

３ すべての営業費用を各セグメントに配賦しております。 

４ （会計方針の変更等） 

   「４.その他（３）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」に記載

のとおり、当第１四半期連結会計期間より在外子会社等の収益及び費用の換算方法を変更し、期中平均相

場により換算しております。 

   これにより、従来の方法によった場合に比べ、外部顧客に対する売上高がゴム製品で 975百万円、樹脂

製品その他で12百万円増加、営業利益がゴム製品で116百万円、樹脂製品その他で2百万円増加しておりま

す。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年6月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域。 

北    米…米国 

  
ゴム製品 
（百万円） 

樹脂製品その他 
（百万円） 

計 
（百万円）  

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益           

売上高           

(1)外部顧客に対する売上高 64,209 14,413 78,622 － 78,622 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
3 1,317 1,320 △1,320 － 

計 64,212 15,730 79,942 △1,320 78,622 

営業利益 4,997 1,101 6,098 － 6,098 

  
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
アジアその他 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高及び営業損益             

売上高             

(1)外部顧客に対する売

上高 
51,684 15,463 11,475 78,622 － 78,622 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
6,377 172 2,678 9,227 △9,227 － 

計 58,061 15,635 14,153 87,849 △9,227 78,622 

営業利益 3,121 1,087 1,816 6,024 74 6,098 



アジアその他…中国、タイ、ポーランド 

３ すべての営業費用を各セグメントに配賦しております。 

４ （会計方針の変更等） 

   「４.その他（３）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」に記載

のとおり、当第１四半期連結会計期間より在外子会社等の収益及び費用の換算方法を変更し、期中平均相

場により換算しております。 

   これにより、従来の方法によった場合に比べ、外部顧客に対する売上高が北米で745百万円、アジア 

その他で242百万円増加、営業利益が北米で46百万円増加、アジアその他で58百万円増加しております。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年6月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分の属する主な国又は地域 

北    米…米国、カナダ 

アジアその他…中国、タイ、ポーランド 

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。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  北米 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,812 12,618 28,430 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     78,622 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
20.1 16.1 36.2 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成19年4月 1日 

 至 平成19年6月30日) 

金額（百万円） 

    売上高 72,932 

    売上原価 60,515 

売上総利益 12,417 

    販売費及び一般管理費 6,655 

営業利益 5,762 

    営業外収益 367 

    営業外費用 412 

経常利益 5,717 

税金等調整前四半期純利益 5,717 

法人税等合計 1,956 

少数株主利益  421 

四半期純利益 3,340 
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