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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 29,039 ― 1,277 ― 2,006 ― 1,471 ―

20年3月期第2四半期 27,047 6.6 944 8.8 1,446 △1.0 333 △68.8

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 75.48 75.42
20年3月期第2四半期 17.11 ―

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 63,844 38,183 59.4 1,942.88
20年3月期 63,650 37,987 59.2 1,933.15

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  37,897百万円 20年3月期  37,682百万円

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 57,000 △1.8 2,000 △38.8 2,800 △31.8 2,150 △10.3 110.22

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  無  

(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．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、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれ
ています。この影響のため実際の業績が記載の見通しとは異なる可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等につきましては、２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 無

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  19,995,387株 20年3月期  19,995,387株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  487,002株 20年3月期  502,577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  19,494,662株 20年3月期第2四半期  19,498,768株

－1－



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰等により企業

収益は減少傾向で推移し，世界的な金融不安による株式，為替市場の低迷により、景気減速感が鮮明にな

ってきております。 

このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間における連結業績につきましては、国内・海外とも

に自動車の生産が引き続き好調に推移したことにより、売上高は290億39百万円（前年同期比7.4％増）と

なりました。利益につきましては、原材料の高騰や減価償却費の増加等がありましたが、原価低減活動を

推進したこと、関係会社の業績向上等により、営業利益は12億77百万円（前年同期比35.2％増）、経常利

益は20億６百万円（前年同期比38.7％増）、四半期純利益は14億71百万円（前年同期比341.0％増）とな

りました。 

  

国内・海外ともに自動車生産が引き続き好調に推移したことにより、売上高は268億６百万円（前年

同期比9.3％増）となりました。営業利益は原材料の高騰や減価償却費の増加等がありましたが、11億

71百万円（前年同期比28.4％増）となりました。 
  

住宅関連製品が好調に推移しましたが、海洋製品等が低調に推移したことにより、売上高は22億32百

万円（前年同期比11.7％減）となり、営業利益は１億５百万円（前年同期比224.4％増）となりまし

た。 

  
  

第２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ１億93百万円増加しました。増減の主なもの

は、流動資産の減少13億１百万円、固定資産の増加14億95百万円であります。また、純資産は前連結会計

年度末に比べ１億95百万円増加しました。主要な増加は利益剰余金の増加によるものであり，主要な減少

は為替換算調整勘定であります。 
  

  

北米、欧州、アジアの主要国での自動車減産並びに為替変動等の影響を受け、当社主要製品の売上高が

通期で期首予想を下回る見込みとなりました。また、上記に加え、未だ原材料価格高騰の影響も大きいた

め、期首予想から減益となる見込みとなりましたので通期の業績予測を下方修正することにいたしまし

た。 

通期連結業績として、売上高は当初予想を17億円引き下げ570億円といたしました。これに伴い、営業

利益を20億円、経常利益を28億円および当期純利益を21億5千万円と、それぞれ予想を引き下げておりま

す。 

  

  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

  

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）および「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。 

  

【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

(1) 自動車用部品

(2) 一般産業資材

2. 連結財政状態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

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)

(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

(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
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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によって

おりましたが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益およ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。 

  

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。 

 これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益およ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。 

  

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３

月30日企業会計基準第13号）および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連

結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。  

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これに伴う、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益およ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。 

  

  

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月

30日 法律第23号）および（減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令 平成20

年４月30日 財務省令第32号))による法定耐用年数の変更に伴い、第１四半期連結会計期間から一部

の機械装置について、耐用年数の変更を行っております。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の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

83百万円減少しております。 
  

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

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

④ リース取引に関する会計基準等の適用

（追加情報）

－3－

西川ゴム工業㈱（5161）平成21年３月期　第２四半期決算短信



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 6,821 7,401 

受取手形及び売掛金 13,701 14,055 

製品 1,804 1,649 

原材料 747 1,318 

仕掛品 1,026 1,087 

その他 1,596 1,486 

貸倒引当金 △6 △7 

流動資産合計 25,690 26,992 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 6,761 6,715 

機械装置及び運搬具（純額） 9,613 9,993 

その他（純額） 8,127 6,875 

有形固定資産合計 24,501 23,584 

無形固定資産 831 830 

投資その他の資産 

投資有価証券 11,388 10,940 

その他 1,437 1,307 

貸倒引当金 △4 △4 

投資その他の資産合計 12,820 12,243 

固定資産合計 38,153 36,658 

資産合計 63,844 63,650 
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（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 8,493 8,434 

短期借入金 6,981 7,046 

未払法人税等 295 599 

賞与引当金 895 869 

製品保証引当金 219 224 

その他 3,589 3,242 

流動負債合計 20,474 20,416 

固定負債 

長期借入金 2,050 2,050 

退職給付引当金 2,484 2,622 

役員退職慰労引当金 319 306 

負ののれん 81 7 

その他 250 258 

固定負債合計 5,186 5,245 

負債合計 25,660 25,662 

純資産の部 

株主資本 

資本金 3,364 3,364 

資本剰余金 3,661 3,662 

利益剰余金 31,535 30,222 

自己株式 △503 △517 

株主資本合計 38,058 36,732 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 764 857 

為替換算調整勘定 △925 92 

評価・換算差額等合計 △161 950 

新株予約権 83 － 

少数株主持分 201 305 

純資産合計 38,183 37,987 

負債純資産合計 63,844 63,650 
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(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 29,039 

売上原価 24,038 

売上総利益 5,001 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 1,482 

給料及び賞与 615 

その他 1,625 

販売費及び一般管理費合計 3,723 

営業利益 1,277 

営業外収益 

受取利息 24 

受取配当金 73 

負ののれん償却額 12 

持分法による投資利益 713 

その他 146 

営業外収益合計 970 

営業外費用 

支払利息 74 

固定資産除却損 133 

その他 33 

営業外費用合計 241 

経常利益 2,006 

特別利益 

役員退職慰労引当金戻入額 1 

貸倒引当金戻入額 0 

特別利益合計 2 

特別損失 

固定資産除却損 24 

投資有価証券評価損 0 

特別損失合計 25 

税金等調整前四半期純利益 1,983 

法人税、住民税及び事業税 449 

法人税等調整額 33 

法人税等合計 482 

少数株主利益 29 

四半期純利益 1,471 
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  【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 14,585 

売上原価 12,237 

売上総利益 2,347 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 778 

給料及び賞与 318 

その他 810 

販売費及び一般管理費合計 1,906 

営業利益 441 

営業外収益 

受取利息 14 

受取配当金 25 

負ののれん償却額 6 

持分法による投資利益 275 

その他 78 

営業外収益合計 400 

営業外費用 

支払利息 41 

固定資産売却損 16 

固定資産除却損 71 

営業外費用合計 128 

経常利益 713 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 0 

特別利益合計 0 

特別損失 

固定資産除却損 9 

特別損失合計 9 

税金等調整前四半期純利益 704 

法人税、住民税及び事業税 280 

法人税等調整額 △212 

法人税等合計 67 

少数株主利益 14 

四半期純利益 623 
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 (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 1,983 

減価償却費 2,253 

株式報酬費用 101 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △138 

受取利息及び受取配当金 △97 

支払利息 74 

為替差損益（△は益） △31 

持分法による投資損益（△は益） △713 

有形固定資産除却損 158 

有形固定資産売却損益（△は益） 16 

売上債権の増減額（△は増加） 354 

たな卸資産の増減額（△は増加） 467 

仕入債務の増減額（△は減少） 58 

その他 △733 

小計 3,752 

利息及び配当金の受取額 342 

利息の支払額 △74 

法人税等の支払額 △753 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,267 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △235 

定期預金の払戻による収入 263 

有形固定資産の取得による支出 △3,179 

有形固定資産の売却による収入 10 

無形固定資産の取得による支出 △90 

投資有価証券の取得による支出 △521 

関係会社株式の取得による支出 △42 

持分法適用会社の出資払戻しによる収入 185 

貸付金の回収による収入 14 

その他 △22 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,616 
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 4,100 

短期借入金の返済による支出 △4,153 

自己株式の売却による収入 3 

自己株式の取得による支出 △8 

配当金の支払額 △175 

その他 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △233 

現金及び現金同等物に係る換算差額 117 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △465 

現金及び現金同等物の期首残高 6,892 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,427 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【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） 

 
  
【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） 

 
  

【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） 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

区分
自動車用部品
(百万円)

一般産業資材
(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 26,806 2,232 29,039 ─ 29,039

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 26,806 2,232 29,039 (─) 29,039

営業利益 1,171 105 1,277 (─) 1,277

区分
日本 

(百万円)
アジア
(百万円)

その他の地域
(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

23,968 4,425 645 29,039 ― 29,039

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,449 369 0 1,819 (1,819) ─

計 25,417 4,794 645 30,858 (1,819) 29,039

営業利益 576 676 35 1,288 (11) 1,277

アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,130 1,845 5,975

Ⅱ 連結売上高(百万円) 29,039

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.2 6.4 20.6

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

（単位：百万円） 

 

「参考資料」

  （１）中間連結損益計算書

区分
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)

Ⅰ 売上高 27,047

Ⅱ 売上原価 22,608

   売上総利益 4,439

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,494

   営業利益 944

Ⅳ 営業外収益 642

   受取利息 60

   受取配当金 67

   受入賃貸料 17

   負ののれん償却額 3

   持分法による投資利益 392

   その他の収益 101

Ⅴ 営業外費用 140

   支払利息 68

   固定資産除却損 51

   その他の費用 20

   経常利益 1,446

Ⅵ 特別利益 468

   貸倒引当金戻入益 1

   退職給付引当金戻入益 2

   固定資産売却益 465

Ⅶ 特別損失 1,133

   投資有価証券評価損 1

   固定資産除却損 58

   持分変動損失 1,073

   税金等調整前中間純利益 782

   法人税、住民税及び事業税 275

   法人税等調整額 157

   少数株主利益 15

   当期純利益 333
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   （２）中間連結キャッシュフロー計算書 

（単位：百万円） 

区分
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)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 782

   減価償却費 1,929

   貸倒引当金の増加額(△減少額) △1

   退職給付引当金の増加額(△減少額) △6

   受取利息及び受取配当金 △127

   支払利息 68

   為替差損益(△差益) 1

   持分法による投資利益 △392

   持分変動損失 1,073

   投資有価証券評価損 1

   有形固定資産除却損 109

   有形固定資産売却益 △472

   有形固定資産売却損 2

   売上債権の減少額(△増加額) △541

   たな卸資産の減少額(△増加額) 8

   仕入債務の増加額(△減少額) 268

   その他 △174

    小計 2,531

   利息及び配当金の受取額 127

   利息の支払額 △67

   法人税等の支払額 △518

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,072

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △11

   定期預金の払戻による収入 10

   有形固定資産の取得による支出 △3,753

   有形固定資産の売却による収入 515

   無形固定資産の取得による支出 △67

   投資有価証券の取得による支出 △14

   関連会社株式の取得による支出 △831

   貸付けによる支出 △8

   貸付金の回収による収入 19

   その他 △6

   投資活動によるキャッシュ・フロー △4,149

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入による収入 1,850

   短期借入金の返済による支出 △2,100

   長期借入による収入 250

   長期借入金の返済による支出 △47

   自己株式取得による支出 △7

   配当金の支払額 △175

   財務活動によるキャッシュ・フロー △230

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 215

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △2,091

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,499

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 6,408
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