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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 155,695 ― 9,441 ― 9,694 ― 5,409 ―

20年3月期第2四半期 150,552 14.0 12,225 11.6 12,119 12.7 7,615 16.2

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2四半期 52.09 ―

20年3月期第2四半期 73.33 ―

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2四半期 271,247 156,883 54.8 1,430.90
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2四半期  148,581百万円 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 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率） 

（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

通期 310,000 △0.6 15,000 △39.3 14,600 △39.6 8,200 △42.4 78.97

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、4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から変更しております。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、4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2四半期  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2四半期  205,105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2四半期  103,838,119株 20年3月期第2四半期  103,841,132株



（％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

△ 0.2 △ 46.9 △ 44.9 △ 51.6

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無：有

経常利益 当期純利益営業利益

（参考） 平成21年3月期の個別業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

1株当たり

当期純利益

6,400 3,600 34.67

  円　銭　

5,700通　　期

売　上　高

201,000



 【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 2四半期連結累計期間における世界経済は、サブプライムローン問題に端を発して米国経済の後

退や金融市場の混乱、加えて原油をはじめとした原材料価格の高騰は欧州経済にも影響し景気の減速傾

向が強まりました。また、中国をはじめとするアジアやその他新興国の経済は堅調とはいえ減速感が増

し、世界的な経済の減速・後退が懸念されています。 

わが国経済は、世界的な金融不安による株式市場の下落や、円高の進行から、輸出・生産は減少し、

企業の業況判断は厳しさが増しており、国内景気は停滞感が鮮明になってきました。 

     当社グループを取り巻く経営環境は、天然ゴムや石油産品、鋼材等の原材料価格が未曾有の高騰を続

けたほか、為替が円高で推移するなど、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

による需要減少に加え、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 2四半期連結累計期間の売上高は、155,695 百万円となり、経常利益は 9,694 百万円、

四半期純利益は 5,409 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堅調に推移したことに伴いタイ・中国の海外子会

社の生産が拡大しました。 

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や橋梁用ゴム支承、鉄道用防振ゴムの拡販

に努力し、また住宅用・ビル用制震装置の市場展開を推進し、売上は堅調に推移しました。 

    この結果、セグメント間消去前の売上高は 127,502 百万円、営業利益は 7,659 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、欧米市場における製品需要が鈍化する中、

拡販に努力しました。また、内装材・ウレタン製品等自動車用樹脂製品分野では、モデルチェンジ車種

向けの生産が好調等により堅調に推移しました。 

    この結果、セグメント間消去前の売上高は 30,635 百万円、営業利益は 1,782 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、271,247 百万円（前連結会計年度末比 16,984 百万円増）となりました。この内、

流動資産は 147,937 百万円（前連結会計年度末比 13,878 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 123,310 百万円（前連結会

計年度末比 3,106 百万円増）となりました。 

 負債合計は、114,364 百万円（前連結会計年度末比 15,602 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、156,883 百万円（前連結会計年度末比 1,382 百万円増）となりました。 

 



３．連結業績予想に関する定性的情報 

米国に端を発した金融市場の混乱と経済の減速は世界各国に波及、わが国経済も停滞感が鮮明

になってきております。また、鋼材や原油をはじめとする原材料価格の高騰や為替相場における

円高傾向などは年初の予想を上回る水準となっております。 

当社の関連市場においては、自動車用ゴム製品分野では、国内外における自動車生産台数の大

幅な減少に伴い、販売は年初予想を下回るものと見込んでおります。産業用ゴム製品分野では市

場需要は低調に推移、事務機器向け精密部品分野でも市場環境の悪化により販売は年初予想を下

回るものと見込んでおり、経済環境は極めて厳しい状況と認識しております。 

このような経営環境に伴い、平成 21年 3 月期の業績は、前期に対して減収減益となる見通しと

なり、年初予想も下回る見込みとなっております。 

なお、個別業績予想についても、同様の理由で見直しております。 

（金額の単位：百万円） 

 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（円） 

前回発表予想（A） 315,000 21,000 20,500 11,500 110.75 

今回発表予想（B） 310,000 15,000 14,600 8,200 78.97 

増減額 (B)－(A) △5,000 △6,000 △5,900 △3,300 △31.78 

増減率(%) △1.6 △28.6 △28.8 △28.7 △28.7 

（注）当該見通しにおける第３・第４四半期為替レートの前提：1米ドル 105円 

 

(ご参考)                             （金額の単位：百万円） 

 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（円） 

前期実績(A) 311,995 24,704 24,171 14,241 137.15 

今回発表予想（B） 310,000 15,000 14,600 8,200 78.97 

増減額 (B)－(A) △1,995 △9,704 △9,571 △6,041 △58.18 

増減率(%) △0.6 △39.3 △39.6 △42.4 △42.4 

 

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 

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 

    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固定資産の減価償却費の算定方法 

    固定資産の減価償却費の算定において、定率法を採用している資産については、連結会計

年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する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 

  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 

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 65 百万円減少し、税金等調整前四半期純

利益が 543百万円減少しております。 

    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。 

 

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 

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できることになったこと

に伴い、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、在外子会社等の重要性が増したことに伴い、連結会計年度を通じて発生す

る在外子会社等の業績をより的確に連結財務諸表に反映させるため、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1,065百万円、営業利益が24百万円、

経常利益が 6 百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が 6 百万円減少しております。 

    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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 41,931 28,318 

受取手形及び売掛金 69,308 70,375 

有価証券 500 500 

製品 6,929 6,251 

原材料 6,864 7,541 

仕掛品 7,597 6,457 

貯蔵品 2,802 2,911 

未収入金 7,334 7,422 

繰延税金資産 3,259 3,269 

その他 1,479 1,185 

貸倒引当金 △66 △170 

流動資産合計 147,937 134,059 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 69,995 67,596 

減価償却累計額 △34,943 △34,103 

建物及び構築物（純額） 35,052 33,493 

機械装置及び運搬具 173,425 171,134 

減価償却累計額 △128,566 △125,100 

機械装置及び運搬具（純額） 44,859 46,034 

工具、器具及び備品 47,973 45,991 

減価償却累計額 △40,031 △38,495 

工具、器具及び備品（純額） 7,942 7,496 

土地 11,122 11,005 

建設仮勘定 7,976 5,736 

リース資産 212 － 

減価償却累計額 △31 － 

リース資産（純額） 181 － 

有形固定資産合計 107,132 103,764 

無形固定資産 4,000 3,336 

投資その他の資産   

投資有価証券 8,619 10,296 

繰延税金資産 722 636 

その他 2,940 2,277 

貸倒引当金 △103 △105 

投資その他の資産合計 12,178 13,104 

固定資産合計 123,310 120,204 

資産合計 271,247 254,263 



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 55,806 54,683 

短期借入金 12,961 11,516 

未払金 13,929 11,502 

未払法人税等 1,480 2,590 

役員賞与引当金 14 34 

製品保証引当金 268 283 

その他 7,489 6,596 

流動負債合計 91,947 87,204 

固定負債   

社債 15,000 5,000 

長期借入金 615 263 

繰延税金負債 3,327 2,917 

退職給付引当金 2,778 2,744 

役員退職慰労引当金 238 227 

その他 459 407 

固定負債合計 22,417 11,558 

負債合計 114,364 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 124,328 119,875 

自己株式 △262 △261 

株主資本合計 147,078 142,626 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,536 2,005 

為替換算調整勘定 △33 2,644 

評価・換算差額等合計 1,503 4,649 

少数株主持分 8,302 8,226 

純資産合計 156,883 155,501 

負債純資産合計 271,247 254,263 



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 155,695 

売上原価 131,452 

売上総利益 24,243 

販売費及び一般管理費 14,802 

営業利益 9,441 

営業外収益  

受取利息 76 

受取配当金 81 

投資有価証券売却益 18 

為替差益 398 

持分法による投資利益 241 

その他 275 

営業外収益合計 1,089 

営業外費用  

支払利息 352 

減損損失 53 

固定資産廃棄損 116 

その他 315 

営業外費用合計 836 

経常利益 9,694 

特別損失  

たな卸資産評価損 478 

固定資産譲渡損 139 

特別損失合計 617 

税金等調整前四半期純利益 9,077 

法人税、住民税及び事業税 1,950 

法人税等調整額 929 

法人税等合計 2,879 

少数株主利益 789 

四半期純利益 5,409 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９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 9,077 

減価償却費 9,672 

減損損失 53 

のれん償却額 15 

固定資産廃棄損 116 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △15 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 

受取利息及び受取配当金 △157 

持分法による投資損益（△は益） △241 

支払利息 352 

売上債権の増減額（△は増加） △82 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,421 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,450 

その他 △83 

小計 19,697 

利息及び配当金の受取額 215 

利息の支払額 △308 

法人税等の支払額 △3,054 

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,550 

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 △12,620 

有形固定資産の売却による収入 69 

投資有価証券の取得による支出 △266 

投資有価証券の売却による収入 24 

その他 △479 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,272 

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） 1,937 

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 △178 

その他 342 

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,166 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,205 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,239 

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 41,931 



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年9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） 

  (1) 「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、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）を適用しています。      

        これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益がゴム製

品で55百万円、樹脂製品その他で10百万円減少しています。 

  (2) 「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、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

場により換算しています。 

     これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における外部顧客に対する

売上高がゴム製品で1,017百万円、樹脂製品その他で48百万円減少、営業利益がゴム製品で16百万円、

樹脂製品その他で8百万円減少しています。 

   

  

  

  
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           

(1)外部顧客に対する売上高 127,497 28,198 155,695 - 155,695 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
5 2,437 2,442 △2,442 - 

計 127,502 30,635 158,137 △2,442 155,695 

営業利益 7,659 1,782 9,441 - 9,441 



〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年9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 

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） 

 （1）「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、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）を適用しています。 

        これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における営業利益が日本で

65百万円減少しています。 

 （2）「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、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

場により換算しています。 

     これにより、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間における外部顧客に対する

売上高が北米で436百万円、アジアその他で629百万円減少、営業利益が北米で19百万円減少、アジアそ

の他で16百万円増加しています。 

  

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年9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。 

  
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             

(1)外部顧客に対する売

上高 
102,663 30,073 22,959 155,695 - 155,695 

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
11,466 351 5,330 17,147 △17,147 - 

計 114,129 30,424 28,289 172,842 △17,147 155,695 

営業利益 4,720 1,629 3,077 9,426 15 9,441 

  北米 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,812 25,348 56,160 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 155,695 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
19.8 16.3 36.1 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間(四半期)連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年 4月 1日 

至 平成20年 9月30日） 
増減金額 

（百万円） 

区分 金額（百万円） 百分比（％） 金額（百万円） 百分比（％） 

Ⅰ 売上高 150,552 100.0 155,695 100.0 5,143 

Ⅱ 売上原価 124,585 82.8 131,452 84.4 6,867 

売上総利益 25,967 17.2 24,243 15.6 △1,724 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,742 9.1 14,802 9.5 1,060 

営業利益 12,225 8.1 9,441 6.1 △2,784 

Ⅳ 営業外収益 873 0.6 1,089 0.7 216 

１．受取利息 84   76   △8 

２．受取配当金 80   81   1 

３．その他 709   932   223 

Ⅴ 営業外費用 979 0.7 836 0.6 △143 

１．支払利息 356   352   △4 

２．減損損失 99   53   △46 

３．その他 524   431   △93 

経常利益 12,119 8.0 9,694 6.2 △2,425 

特別損失 － － 617 0.4 617 

税金等調整前中間純利益 12,119 8.0 9,077 5.8 △3,042 

法人税、住民税及び事業税 3,435 2.3 1,950 1.2 △1,485 

法人税等調整額 214 0.1 929 0.6 715 

少数株主利益 855 0.5 789 0.5 △66 

中間(四半期)純利益 7,615 5.1 5,409 3.5 △2,206 



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前中間純利益 12,119 
減価償却費 8,869 
減損損失  99 
貸倒引当金の増減額(△は減少） △12 

製品保証引当金の増減額（△は減少）  14 
役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △24 
退職給付引当金の増減額（△は減少）  △54 

受取利息及び受取配当金  △164 

支払利息 356 
売上債権の増減額（△は増加）  △1,721 
たな卸資産の増減額（△は増加）  △1,177 

仕入債務の増減額（△は減少）  2,905 
負ののれん償却額  △14 

持分法による投資利益  △252 

その他 △728 

小計 20,216 

利息及び配当金の受取額 327 
利息の支払額  △385 

法人税等の支払額 △4,633 

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,525 

Ⅱ 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 △12,588 

有形固定資産の売却による収入 260 
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  235 
その他  △437 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,532 

Ⅲ 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） 1,686 
長期借入金の返済による支出  △1,203 

配当金の支払額  △1,038 

少数株主への配当の支払額  △144 
その他  △6 

財務活動によるキャッシュ・フロー △705 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 492 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,780 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 26,278 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 29,058 



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 9月30日） 

 （注）１．事業の区分は、製品種別の観点から２つに区分致しました。  

    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  

         

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 9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    

        アジアその他・・・中国、タイ、ポーランド  

 
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 123,945 29,001 152,946 △2,394 150,552 

 営業費用 113,611 27,110 140,721 △2,394 138,327 

 営業利益 10,334 1,891 12,225 － 12,225 

 
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 127,502 30,635 158,137 △2,442 155,695 

 営業費用 119,843 28,853 148,696 △2,442 146,254 

 営業利益 7,659 1,782 9,441 － 9,441 

 
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 106,869 35,142 24,824 166,835 △16,283 150,552 

 営業費用 100,302 32,314 21,862 154,478 △16,151 138,327 

 営業利益 6,567 2,828 2,962 12,357 △132 12,225 

 
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 114,129 30,424 28,289 172,842 △17,147 155,695 

 営業費用 109,409 28,795 25,212 163,416 △17,162 146,254 

 営業利益 4,720 1,629 3,077 9,426 15 9,441 



〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年9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．各区分に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又は地域における売上高であります。 

        

  北米 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 35,204 22,480 57,684 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 150,552 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
23.4 14.9 38.3 

  北米 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 30,812 25,348 56,160 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 155,695 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
19.8 16.3 36.1 
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