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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 4,868 ― 135 ― 116 ― 131 ―
20年3月期第2四半期 4,149 7.1 49 0.0 17 △2.0 11 ―

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 17.60 ―
20年3月期第2四半期 1.49 ―

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 6,968 663 9.5 88.59
20年3月期 6,909 532 7.7 71.11

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  663百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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 9,150 △1.6 190 △50.3 140 △55.7 135 ― 18.02

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．その他をご覧下さい。  

(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、通期について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「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
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2四半期  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2四半期  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2四半期  7,491,325株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安や急激な為替変動による影響および原材料価

格の高騰など、景気の減速懸念がより一層深刻化してまいりました。 

 自動車産業におきましては、年初来好調であった輸出が鈍化傾向にあるものの日系自動車メーカーの国内生産台数

は対前年同期比約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２四半期の連結売上高は4,868百万円、連結経常利益116百万

円、連結四半期純利益131百万円となりました。 

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２四半期末における総資産は6,968百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円増加いたしました。な

お、当第２四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6,304百万円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円減少いたしました。なお、当第２四半期におけ

る重要な負債の変動はありません。 

 純資産合計は663百万円となり、前連結会計年度末に比べ130百万円の増加となりました。これは四半期純利益131

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２四半期連結会計期間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113百万

円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益130百万円、減価償却費132百万円、売上債権の増加54百万

円、仕入債務72百万円、製品保証未払金200百万円の減少等の結果であります。投資活動による資金の減少は91百万

円となりました。これは主に有形固定資産の取得91百万円によるものであります。財務活動による資金の増加は217

百万円となりました、これは短期借入金の増加447百万円、長期借入金の返済による支出230百万円によるものであり

ます。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 自動車業界におきましては、国内外ともに大幅な生産台数の減少が予想され、当社グループにおきましても売上高

の減少が見込まれます。このような状況を勘案し、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとお

り、通期の連結業績予想を修正しております。 

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  

 第２四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税金費用の計算  

 税金費用については、第２四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 

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、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 43,166 32,003

受取手形及び売掛金 1,378,761 1,324,963

製品 384,422 364,529

仕掛品 173,868 186,833

原材料 243,158 240,732

貯蔵品 7,745 8,464

その他 44,498 45,884

貸倒引当金 △3,087 △2,938

流動資産合計 2,272,534 2,200,473

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 617,202 631,857

機械装置及び運搬具（純額） 552,398 530,610

工具、器具及び備品（純額） 115,860 113,177

土地 3,170,152 3,170,152

建設仮勘定 765 －

有形固定資産合計 ※1  4,456,379 ※1  4,445,798

無形固定資産 217,539 238,979

投資その他の資産   

投資有価証券 7,944 6,651

その他 13,829 17,468

投資その他の資産 21,773 24,120

固定資産合計 4,695,692 4,708,897

資産合計 6,968,226 6,909,371

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,204,395 1,280,236

短期借入金 1,527,303 1,079,361

1年内返済予定の長期借入金 20,000 240,180

1年内償還予定の社債 200,000 200,000

未払金 292,332 315,310

製品保証未払金 660,000 500,000

未払法人税等 8,156 35,122

賞与引当金 91,416 88,723

その他 150,072 117,013

流動負債合計 4,153,677 3,855,948



（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 340,000 350,000

再評価に係る繰延税金負債 1,078,154 1,078,154

製品保証長期未払金 359,996 719,996

退職給付引当金 315,648 317,346

役員退職慰労引当金 17,927 14,011

製品保証引当金 30,025 30,025

持分法適用に伴う負債 9,122 11,190

固定負債合計 2,150,875 2,520,725

負債合計 6,304,553 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 △1,839,111 △1,970,932

自己株式 △625 △625

株主資本合計 △953,237 △1,085,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,296 △1,157

土地再評価差額金 1,610,510 1,610,510

為替換算調整勘定 7,697 8,402

評価・換算差額等合計 1,616,911 1,617,755

純資産合計 663,673 532,697

負債純資産合計 6,968,226 6,909,371



（２）【四半期連結損益計算書 
   【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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 4,868,263

売上原価 4,240,377

売上総利益 627,886

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 180,901

支払補償費 58,426

役員報酬 27,413

給料 90,158

賞与引当金繰入額 13,492

退職給付費用 21,838

役員退職慰労引当金繰入額 3,915

その他 96,351

販売費及び一般管理費合計 492,497

営業利益 135,389

営業外収益  

持分法による投資利益 2,067

技術指導料 7,974

スクラップ売却益 1,757

その他 1,375

営業外収益合計 13,174

営業外費用  

支払利息 19,430

売上債権売却損 5,154

支払地代 5,906

為替差損 736

その他 490

営業外費用合計 31,718

経常利益 116,845

特別利益  

受取保険金 14,946

特別利益合計 14,946

特別損失  

固定資産除却損 1,722

特別損失合計 1,722

税金等調整前四半期純利益 130,070

法人税、住民税及び事業税 915

過年度法人税等 △2,665

四半期純利益 131,820



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 130,070

減価償却費 132,593

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,697

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,915

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,693

貸倒引当金の増減額（△は減少） 149

受取利息及び受取配当金 △206

支払利息 19,430

為替差損益（△は益） 533

受取保険金 △14,946

有形固定資産除却損 1,722

持分法による投資損益（△は益） △2,067

売上債権の増減額（△は増加） △54,543

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,158

仕入債務の増減額（△は減少） △72,802

製品保証未払金の増減額（△は減少） △200,000

その他 △29,122

小計 △94,438

利息及び配当金の受取額 206

利息の支払額 △17,504

法人税等の支払額 △16,876

保険金の受取額 14,946

営業活動によるキャッシュ・フロー △113,666

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 △91,243

投資有価証券の取得による支出 △1,431

長期貸付金の回収による収入 1,172

その他 102

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,399

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） 447,941

長期借入金の返済による支出 △230,180

財務活動によるキャッシュ・フロー 217,761

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,162

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  43,166



 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。 

（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） 

 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。 

〔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） 

 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。 

〔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） 

 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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
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） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   4,149,873 100.0 

Ⅱ 売上原価   3,628,844 87.4 

売上総利益   521,029 12.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

荷造運搬費 184,194     

役員報酬 27,054     

給与手当 109,468     

賞与引当金繰入額 14,681     

退職給付費用 7,259     

役員退職慰労金引当金繰入
額 

8,405     

支払手数料 44,628     

その他 75,843 471,534 11.4 

営業利益   49,494 1.2 

Ⅳ 営業外収益       

受取配当金 33     

技術指導収入 8,135     

為替差益 494     

スクラップ売却益 2,534     

その他 1,946 13,143 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

支払利息 21,093     

持分法による投資損失 7,371     

支払地代 5,906     

その他 10,330 44,701 1.1 

経常利益   17,936 0.4 

Ⅵ 特別損失       

固定資産除却損 3,731     

保険解約損 1,878 5,609 0.1 

税金等調整前中間純利益   12,327 0.3 

法人税、住民税及び事業
税 

  1,156 0.0 

中間純利益   11,171 0.3 

       



（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（千円） 

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 12,327 

減価償却費 123,554 

退職給付引当金の増減額 1,871 

役員退職慰労金引当金の
増減額 

△19,905 

賞与引当金の増減額 24 

貸倒引当金の増減額 38 

受取利息及び受取配当金 △209 

支払利息 21,093 

持分法による投資損失 7,371 

固定資産除却損 3,731 

 保険解約損 1,878 

売上債権の増減額 △158,286 

たな卸資産の増減額 33,079 

仕入債務の増減額 △48,061 

その他 66,659 

小計 45,165 

利息及び配当金の受取額 209 

利息の支払額 △20,658 

法人税等の支払額 △1,700 

営業活動によるキャッ 
シュ・フロー 

23,015 

Ⅱ 投資活動によるキャッ 
シュ・フロー 

  

投資有価証券の取得によ
る支出 

△1,411 

有形固定資産の購入によ
る支出 

△37,733 

無形固定資産の購入によ
る支出 

△12,600 

その他 185 

投資活動によるキャッ 
シュ・フロー 

△51,560 

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 134,739 

長期借入金の返済による
支出 

△61,380 

 



  
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（千円） 

財務活動によるキャッ 
シュ・フロー 

73,359 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

1,115 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額 

45,930 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高 

50,300 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

96,230 

    



（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） 

 ゴムホース製品事業の売上高及び営業損益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益に占める「ゴ

ムホース製品事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

〔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） 

 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。 

〔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） 

 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。 
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