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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 2,336 ― 53 ― 35 ― 34 ―
20年3月期第1四半期 1,946 4.2 △78 ― △104 ― △104 ―

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 4.60 ―
20年3月期第1四半期 △13.92 ―

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 6,964 562 8.1 75.04
20年3月期 6,909 532 7.7 71.11

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  562百万円 20年3月期  532百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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  有   

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 4,950 19.3 150 203.1 120 569.0 119 965.3 15.88
通期 9,700 4.4 400 4.7 330 4.3 322 ― 42.98

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  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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、２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20年５月16日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間を本資料において修正しております。 
２．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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提条件に基づ
いており実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業
績予想の具体的修正内容は本日別途開示する、「第２四半期連結累計期間（連結）および第２四半期累計期間（個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧くださ
い。 
３．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）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）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  7,493,000株 20年3月期  7,493,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,675株 20年3月期  1,675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  7,491,325株 20年3月期第1四半期  7,491,325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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や、原油価格

高騰による物価上昇を背景に、個人消費の後退や企業収益にも陰りが見え始め、景気の先行き不透明感は一層強まっ

た状況で推移いたしました。 

 自動車産業におきましては、ガソリン価格上昇や景気の先行き不安等の影響はありましたが、燃費効率に優れた日

本車の需要が増え、当第１四半期における国内の自動車生産台数は前年同期比約5％増となりました。 

 このような環境の中、当社グループは原材料価格上昇等のマイナス要因はあったものの、合理化活動及び業務効率

化の推進や主要得意先の生産台数の増加を背景に、当第１四半期の連結売上高は2,336百万円となり、経常利益は35

百万円、四半期純利益は34百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は6,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円増加いたしました。な

お、当第１四半期における重要な資産の変動はありません。 

 負債合計は6,402百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円増加いたしました。なお、当第１四半期にお

ける重要な負債の変動はありません。 

 純資産合計は562百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円の増加となりました。これは四半期純利益34

百万円等によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況については、営業活動による資金の減少は25百万円となりまし

た。これは主に税金等調整前四半期純利益34百万円、減価償却費65百万円、賞与引当金46百万円による増加と仕入

債務102百万円、製品保証未払金50百万円、未払法人税等16百万円の減少の結果であります。投資活動による資金

の減少は43百万円となりました。これは主に固定資産の取得43百万円によるものであります。財務活動による資金

の増加は167百万円となりました、これは主に短期借入金の増加182百万円によるものであります。以上の結果、当

第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は129百万円となり、前連結会計年度末と比較して97百万

円の増加となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期における業績を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月16日付当社「平成20年３月期

決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の第２四半期連結累計期間（連結）および第２四半期累計期間（個

別）の業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示する、「第２四半期累計期間（連結）および第２四半期累

計期間（個別）業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算出しております。 

②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定に関し、製品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。 

③税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 



（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 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）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）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 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）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）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。なお、これに伴う損益への影響はありません。 

③ 棚卸資産の評価に関する会計基準（企業会計基準委員会平成18年７月５日企業会計基準第９号）を当第１四

半期連結会計期間から適用しております。なお、これに伴う損益への影響はありません。 

④ 「連結財務諸表作成における在外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」（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。なお、これに伴う

損益への影響はありません。 

（追加情報） 

 平成20年度税制改正に伴い、機械装置の耐用年数が10年から９年に変更となりました。これに伴い、当社にお

いては使用実態を考慮し、当第１四半期連結会計期間から機械装置の耐用年数を９年に変更しております。な

お、当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 129,231 32,003

受取手形及び売掛金 1,305,863 1,324,963

製品 393,805 364,529

仕掛品 173,227 186,833

原材料 228,112 240,732

貯蔵品 14,813 8,464

その他 40,422 45,884

貸倒引当金 △3,046 △2,938

流動資産合計 2,282,431 2,200,473

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 623,215 631,857

機械装置及び運搬具（純額） 524,216 530,610

工具、器具及び備品（純額） 112,475 113,177

土地 3,170,152 3,170,152

有形固定資産合計 ※1  4,430,060 ※1  4,445,798

無形固定資産 228,256 238,979

投資その他の資産   

投資有価証券 8,185 6,651

その他 15,304 17,468

投資その他の資産 24,107 24,120

固定資産合計 4,681,807 4,708,897

資産合計 6,964,238 6,909,371

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,215,243 1,280,236

短期借入金 1,262,223 1,079,361

1年内返済予定の長期借入金 230,190 240,180

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払金 293,273 315,310

製品保証未払金 630,000 500,000

未払法人税等 10,813 35,122

賞与引当金 135,386 88,723

その他 84,591 117,013

流動負債合計 4,061,722 3,855,948

固定負債   

長期借入金 345,000 350,000

再評価に係る繰延税金負債 1,078,154 1,078,154



（単位：千円）

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) 

製品保証長期未払金 539,996 719,996

退職給付引当金 320,673 317,346

役員退職慰労引当金 15,916 14,011

製品保証引当金 30,025 30,025

持分法適用に伴う負債 10,572 11,190

固定負債合計 2,340,340 2,520,725

負債合計 6,402,062 6,376,674

純資産の部   

株主資本   

資本金 533,085 533,085

資本剰余金 353,414 353,414

利益剰余金 △1,936,483 △1,970,932

自己株式 △625 △625

株主資本合計 △1,050,609 △1,085,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △314 △1,157

土地再評価差額金 1,610,510 1,610,510

為替換算調整勘定 2,588 8,402

評価・換算差額等合計 1,612,784 1,617,755

純資産合計 562,175 532,697

負債純資産合計 6,964,238 6,909,371



（２）【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）

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 2,336,550

売上原価 2,020,976

売上総利益 315,573

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 86,970

支払補償費 43,921

役員報酬 13,802

給料 46,483

賞与引当金繰入額 7,045

退職給付費用 5,933

役員退職慰労引当金繰入額 1,904

その他 56,369

販売費及び一般管理費合計 262,430

営業利益 53,143

営業外収益  

持分法による投資利益 617

スクラップ売却益 1,300

その他 945

営業外収益合計 2,863

営業外費用  

支払利息 9,490

売上債権売却損 2,560

為替差損 5,795

その他 3,016

営業外費用合計 20,864

経常利益 35,142

特別損失  

固定資産除却損 293

税金等調整前四半期純利益 34,848

法人税等 ※1  400

四半期純利益 34,448



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 34,848

減価償却費 65,136

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,327

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,904

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,662

貸倒引当金の増減額（△は減少） 108

受取利息及び受取配当金 △34

支払利息 9,490

為替差損益（△は益） △2,174

有形固定資産除却損 293

持分法による投資損益（△は益） △617

売上債権の増減額（△は増加） 15,533

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,164

仕入債務の増減額（△は減少） △102,526

製品保証未払金の増減額（△は減少） △50,000

その他 △7,368

小計 △579

利息及び配当金の受取額 34

利息の支払額 △8,725

法人税等の支払額 △16,354

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,624

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 △43,443

投資有価証券の取得による支出 △690

長期貸付金の回収による収入 498

その他 △125

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,760

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） 182,862

長期借入金の返済による支出 △14,990

財務活動によるキャッシュ・フロー 167,872

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,228

現金及び現金同等物の期首残高 32,003

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  129,231



（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） 

 当連結グループはゴム関係の専門メーカーとして同一セグメントに属するゴム製品及びゴムホース製品等の製

造、加工、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（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。 



「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 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 1,946 

Ⅱ 売上原価 1,801 

売上総利益 145 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 223 

営業利益 △78 

Ⅳ 営業外収益 3 

Ⅴ 営業外費用 29 

経常利益 △104 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純利益 △104 

税金費用 0 

四半期純利益 △104 
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