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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 42,799 2.1 1,179 △49.4 1,051 △53.4 736 △43.0

20年3月期第3四半期 41,909 8.6 2,329 4.2 2,256 △3.2 1,292 △0.8

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3四半期 42.91 42.90
20年3月期第3四半期 75.27 75.13

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 46,067 22,407 46.4 1,244.79
20年3月期 47,369 23,441 46.9 1,295.21

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  21,369百万円 20年3月期  22,233百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 10.00 20.00

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 52,000 △7.8 200 △92.8 100 △96.1 △200 ― △11.65

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  

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。  

(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） 

詳細は３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12月５日に公表いたしました連結業績予想を本資料にて修正しております。修正の理由等については、別途本日発表の平成21年３月期通期の「業績
予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照下さい。 
２．本資料の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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 無

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  17,609,130株 20年3月期  17,609,130株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  441,993株 20年3月期  442,921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  17,166,669株 20年3月期第3四半期  17,166,297株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、リーマン・ショックをきっかけとする金融危機の深刻化が世

界的な景気後退と需要の減少をもたらしたことによって、堅調だった新興国向けの輸出や海外生産が失速するととも

に、株価の下落や急激な為替の変動が企業収益を圧迫し、生産の縮小や雇用・所得環境の悪化を通じて内需が一段と

下押しされるなど、景気の先行きに対する停滞感が顕著になってきました。 

当社グループの主要顧客先である自動車業界においても世界同時不況の影響は著しく、2008年上期の原油・原材

料市況の急騰によって疲弊した企業の多くが、金融不安による信用収縮、個人消費の低迷、生産・雇用の調整などに

追い討ちをかけられ、急速に収益を悪化させております。 

このような状況において当社グループの受注状況にも翳りが生じてきましたが、売上高は前年同期を2.1％上回る

427億99百万円となりました。 

損益面ではゴム材料や鋼材価格の高騰、販管費の増加などの影響が大きく、営業利益は前年同期比49.4％減の11

億79百万円となりました。経常利益は為替差損の発生などによって前年同期比53.4％減の10億51百万円、当期純利益

は同43.0％減の７億36百万円となっております。 

    

 総資産は、前連結会計年度末に比べて13億２百万円減少し、460億67百万円となりました。主な要因は、減価償却

等による有形固定資産の減少10億７百万円、株式の売却と株価の下落による投資有価証券の減少２億98百万円等によ

るものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べて２億68百万円減少し、236億59百万円となりました。主な要因は、支払手形及

び買掛金の増加７億14百万円等による流動負債の増加４億58百万円、長期借入金の減少等による固定負債の減少７億

26百万円によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて10億33百万円減少し、224億７百万円となりました。これは利益剰余金の増

加３億93百万円、為替換算調整勘定の減少11億16百万円等によるものです。 

   

平成20年12月５日に公表いたしました連結業績予想を本資料にて修正しております。修正の理由等については、

別途本日発表の平成21年３月期通期の「業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ」をご参照ください。

  

該当事項はありません。  

   

 （簡便な会計処理） 

 棚卸資産の評価方法 

  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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定する方法によっております。   

  また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積 

 り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  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 
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（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」等の適用 

 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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 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。 

 この変更に伴い、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ54百万円減少しておりま

す。 
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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 5,598 4,626

受取手形及び売掛金 13,129 14,062

商品及び製品 1,359 1,382

仕掛品 865 972

原材料及び貯蔵品 1,191 1,095

その他 1,160 1,183

貸倒引当金 △45 △58

流動資産合計 23,259 23,264

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,366 5,862

機械装置及び運搬具（純額） 9,268 9,702

土地 5,937 6,006

その他（純額） 1,311 1,319

有形固定資産合計 21,883 22,890

無形固定資産   

その他 121 67

無形固定資産合計 121 67

投資その他の資産   

投資有価証券 264 563

その他 543 643

貸倒引当金 △5 △60

投資その他の資産合計 803 1,146

固定資産合計 22,807 24,105

資産合計 46,067 47,369

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,526 9,812

短期借入金 5,520 5,365

未払法人税等 143 333

賞与引当金 385 753

その他 2,543 2,397

流動負債合計 19,120 18,662

固定負債   

長期借入金 3,213 3,953

退職給付引当金 495 502

役員退職慰労引当金 505 406

負ののれん 60 74

その他 263 329

固定負債合計 4,538 5,265

負債合計 23,659 23,927
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,395 1,395

資本剰余金 1,563 1,563

利益剰余金 19,371 18,978

自己株式 △236 △236

株主資本合計 22,094 21,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39 181

為替換算調整勘定 △764 351

評価・換算差額等合計 △725 533

新株予約権 7 3

少数株主持分 1,030 1,204

純資産合計 22,407 23,441

負債純資産合計 46,067 47,369
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（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 42,799

売上原価 36,127

売上総利益 6,671

販売費及び一般管理費 5,492

営業利益 1,179

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 5

負ののれん償却額 13

その他 161

営業外収益合計 197

営業外費用  

支払利息 197

為替差損 113

その他 13

営業外費用合計 324

経常利益 1,051

特別利益  

投資有価証券売却益 174

その他 37

特別利益合計 212

特別損失  

固定資産除却損 42

その他 14

特別損失合計 57

税金等調整前四半期純利益 1,206

法人税、住民税及び事業税 270

法人税等調整額 121

法人税等合計 392

少数株主利益 77

四半期純利益 736
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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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）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。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（自 平成19年４月１日 

    至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  41,909

Ⅱ 売上原価  34,276

売上総利益  7,633

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,304

営業利益  2,329

Ⅳ 営業外収益  228

Ⅴ 営業外費用  300

経常利益  2,256

Ⅵ 特別利益  62

Ⅶ 特別損失  57

税金等調整前四半期純利益  2,262

税金費用  879

少数株主利益  90

四半期純利益  1,292
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