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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 223,581 ― 10,535 ― 10,487 ― 4,714 ―

20年3月期第3四半期 227,716 12.1 18,603 11.3 18,430 12.1 11,428 14.9

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3四半期 45.40 ―

20年3月期第3四半期 110.05 ―

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3四半期 255,940 153,012 56.6 1,394.78
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3四半期  144,831百万円 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 270,000 △13.5 5,500 △77.7 5,000 △79.3 1,000 △93.0 9.63

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、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10月30日に公表いたしました連結業績予想は、当第３四半期連結会計期間において修正しております。詳細につきましては、本日開示の「業績予想の修正に
関するお知らせ」をご覧ください。 
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、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、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。 
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 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3四半期  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3四半期  205,291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3四半期  103,837,981株 20年3月期第3四半期  103,840,496株



     当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界金融危機によ

り、減速傾向にあった欧米諸国の経済は後退に転じ、堅調に伸びていた中国をはじめとするアジアやその他新興

国の景気も減速に転じました。 

    わが国経済も、第3四半期に入り世界的な景気低迷の影響を受け、株価は暴落、輸出・国内需要とも急速に減少

し、さらに円高の進行により輸出産業の売上・収益を圧迫するなどして、国内景気は大幅に悪化しました。 

    当社グループを取り巻く経営環境は、自動車分野をはじめ、建設機械等の産業分野、情報機器分野などほとんど

全ての事業において、第3四半期以降、国内・海外ともに需要が急速に減少しており、加えて為替が円高で推移す

るなど、日々厳しさを増しました。 

    このように急変した経営環境の下、当社グループはグローバル規模で生産の最適化や生産効率の向上、間接部門

を含めた徹底したコストの低減に取り組むなど、刻々と変化する環境変化に的確に反応し迅速な課題解決を行う

べく業績改善対策活動を推進するとともに、新技術・新製品の開発に注力してまいりました。 

    この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は223,581百万円、経常利益は10,487百万円となりましたが、投

資有価証券の時価下落による特別損失を計上したことなどにより四半期純利益は4,714百万円となりました。 

  

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、アジア諸国における自動車メーカー各社の生産台数の伸びが減少傾向にあるもの

の、中国・タイの子会社の生産は堅調に推移しましたが、欧米諸国や日本においては、景気後退により、日系自

動車メーカーの生産台数は減少し、国内ならびに欧米の子会社の売上が大幅に減少しました。 

  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の受注が減少しました。 

  この結果、セグメント間消去前の売上高は182,827百万円、営業利益は8,448百万円となりました。 

  

＜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、事務機器の減産や新規立ち上がり品の遅れから受

注が減少し、内装材・ウレタン製品等自動車用樹脂製品分野では、自動車の生産台数減少の影響から受注が減少

しました。 

   この結果、セグメント間消去前の売上高は44,148百万円、営業利益は2,087百万円となりました。  

  

  

  資産合計は、255,940百万円（前連結会計年度末比1,677百万円増）となりました。この内、流動資産は132,276

百万円（前連結会計年度末比1,783百万円減）となりましたが、これは主に売上の減少に伴い営業債権が減少し

たことによるものです。固定資産は123,664百万円（前連結会計年度末比3,460百万円増）となりました。 

    負債合計は、102,928百万円（前連結会計年度末比4,166百万円増）となりました。営業債務等の流動負債は減 

少となったものの、当社で社債を発行したことなどにより固定負債は増加となりました。 

   純資産合計は、153,012百万円（前連結会計年度末比2,489百万円減）となりました。これは主に円高や株式市

場の低迷に伴い、評価・換算差額等が減少したことによるものです。 

  

  

  

  通期の業績予想につきましては、最近の経済状況を踏まえ、連結・個別とも修正しております。詳細につきまし

ては、本日公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

  

  

  該当事項はありません。  

  

   

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 

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 



①棚卸資産の評価方法 

  棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、前四半期連結会計期間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 

   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42百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が520百万円減

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2,195百万円、営業利益が204百万円、経常利益が216

百万円増加し、税金等調整前四半期純利益が216百万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３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 33,553 28,318 

受取手形及び売掛金 61,425 70,375 

有価証券 500 500 

製品 7,264 6,251 

原材料 7,185 7,541 

仕掛品 8,304 6,457 

貯蔵品 2,747 2,911 

未収入金 7,590 7,422 

繰延税金資産 2,225 3,269 

その他 1,553 1,185 

貸倒引当金 △70 △170 

流動資産合計 132,276 134,059 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 72,605 67,596 

減価償却累計額 △35,454 △34,103 

建物及び構築物（純額） 37,151 33,493 

機械装置及び運搬具 172,510 171,134 

減価償却累計額 △128,633 △125,100 

機械装置及び運搬具（純額） 43,877 46,034 

工具、器具及び備品 48,374 45,991 

減価償却累計額 △40,757 △38,495 

工具、器具及び備品（純額） 7,617 7,496 

土地 11,085 11,005 

建設仮勘定 8,401 5,736 

リース資産 311 － 

減価償却累計額 △63 － 

リース資産（純額） 248 － 

有形固定資産合計 108,379 103,764 

無形固定資産 3,943 3,336 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,128 10,296 

繰延税金資産 896 636 

その他 3,420 2,277 

貸倒引当金 △102 △105 

投資その他の資産合計 11,342 13,104 

固定資産合計 123,664 120,204 

資産合計 255,940 254,263 



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31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 46,932 54,683 

短期借入金 13,525 11,516 

未払金 10,564 11,502 

未払法人税等 231 2,590 

役員賞与引当金 21 34 

製品保証引当金 244 283 

その他 8,867 6,596 

流動負債合計 80,384 87,204 

固定負債   

社債 15,000 5,000 

長期借入金 765 263 

繰延税金負債 3,253 2,917 

退職給付引当金 2,804 2,744 

役員退職慰労引当金 245 227 

その他 477 407 

固定負債合計 22,544 11,558 

負債合計 102,928 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 122,696 119,875 

自己株式 △262 △261 

株主資本合計 145,446 142,626 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,125 2,005 

為替換算調整勘定 △1,740 2,644 

評価・換算差額等合計 △615 4,649 

少数株主持分 8,181 8,226 

純資産合計 153,012 155,501 

負債純資産合計 255,940 254,263 



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 223,581 

売上原価 190,996 

売上総利益 32,585 

販売費及び一般管理費 22,050 

営業利益 10,535 

営業外収益  

受取利息 122 

受取配当金 141 

投資有価証券売却益 18 

為替差益 114 

持分法による投資利益 351 

その他 406 

営業外収益合計 1,152 

営業外費用  

支払利息 545 

減損損失 57 

固定資産廃棄損 191 

その他 407 

営業外費用合計 1,200 

経常利益 10,487 

特別損失  

たな卸資産評価損 478 

投資有価証券評価損 840 

固定資産譲渡損 139 

特別損失合計 1,457 

税金等調整前四半期純利益 9,030 

法人税、住民税及び事業税 1,255 

法人税等調整額 2,016 

法人税等合計 3,271 

少数株主利益 1,045 

四半期純利益 4,714 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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 9,030 

減価償却費 15,215 

減損損失 57 

のれん償却額 15 

固定資産廃棄損 191 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △94 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △39 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 21 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 77 

受取利息及び受取配当金 △263 

持分法による投資損益（△は益） △351 

支払利息 545 

売上債権の増減額（△は増加） 7,311 

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,400 

仕入債務の増減額（△は減少） △6,069 

その他 △298 

小計 21,948 

利息及び配当金の受取額 308 

利息の支払額 △516 

法人税等の支払額 △4,243 

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,497 

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 △21,405 

有形固定資産の売却による収入 78 

投資有価証券の取得による支出 △268 

投資有価証券の売却による収入 31 

その他 △757 

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,321 

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） 2,811 

社債の発行による収入 10,000 

配当金の支払額 △1,869 

少数株主への配当金の支払額 △184 

その他 424 

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,182 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,497 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,861 

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 33,553 



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

      第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間における営業利益がゴム製

品で31百万円、樹脂製品その他で11百万円減少しています。 

  (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３四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2,184百万円、樹脂製品その他で11百万円増加、営業利益がゴム製品で207百万円増

加、樹脂製品その他で3百万円減少しています。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  182,821  40,760  223,581 －  223,581

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 6  3,388  3,394  △3,394 － 

計  182,827  44,148  226,975  △3,394  223,581

営業利益  8,448  2,087  10,535 －  10,535



   

          当第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年12月31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期間の原則・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３四半期連結累計期間における営業利益が日本で

42百万円減少しています。 

 （2）「４．その他(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計期間の原則・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３四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896百万円、アジアその他で1,299百万円増加、営業利益が北米で25百万円、アジアその

他で159百万円増加しています。 

   

  

     当第３四半期連結累計期間（自 平成20年4月 1日 至 平成20年12月31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。 

  

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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 
 146,791  42,722  34,068  223,581  －  223,581

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 16,123  485  7,849  24,457  △24,457 － 

計  162,914  43,207  41,917  248,038  △24,457  223,581

営業利益  4,726  1,667  4,127  10,520  15  10,535

〔海外売上高〕 

  北米 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  43,629  37,578  81,207

Ⅱ 連結売上高（百万円）              223,581

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 19.5  16.8  36.3

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

  

  

      前第3四半期連結累計期間 

    
（自 平成19年 4月 1日  

   至 平成19年12月31日） 

科 目 金額（百万円） 百分比（％） 

Ⅰ 売上高  227,716  100.0

Ⅱ 売上原価  188,406  82.7

  売上総利益  39,310  17.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費  20,707  9.1

  営業利益  18,603  8.2

Ⅳ 営業外収益  1,209  0.5

Ⅴ 営業外費用  1,382  0.6

  経常利益  18,430  8.1

  税金等調整前四半期純利益  18,430  8.1

  法人税等合計  5,715  2.5

  少数株主利益  1,287  0.6

  四半期純利益  11,428  5.0
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