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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 6,776 ― 63 ― 26 ― 37 ―
20年3月期第3四半期 6,679 11.5 200 545.2 150 ― 93 ―

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 4.99 ―
20年3月期第3四半期 12.48 ―

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 6,547 566 8.7 75.70
20年3月期 6,909 532 7.7 71.11

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  566百万円 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 8,100 △12.8 2 △99.4 △65 ― △65 ― △8.67

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  

（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。  

(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11月13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3四半期  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3四半期  2,551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3四半期  7,491,277株 20年3月期第3四半期  7,491,325株
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 当第３四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円高等を背景に、企業収益が大幅に減少し

設備投資や輸出の減少、雇用情勢の急激な悪化にともない個人消費は弱まり、景気の悪化は深刻な状況となってまい

りました。 

 自動車産業におきましても、国内の新車販売は低迷し、年初来好調であった輸出向けも減少に転じたことから年後

半は大幅な減産を余儀なくされ、日系自動車メーカーの国内生産台数は対前年同期比約３％減となりました。 

 このような環境の中、当社グループは急激な減産の影響に対して人員体制の見直し、合理化活動及び業務効率化の

推進等を柱に固定費の圧縮に努めてまいりましたが、当第３四半期の連結売上高は6,776百万円（前年同期比1.4％

増）、営業利益63百万円（前年同期は200百万円）、連結経常利益26百万円（前年同期は150百万円）、連結四半期純

利益37百万円（前年同期は93百万円）となりました。  

「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期増減率及び前年同四半期の金額につきましては、参考と

して記載しております。  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計年度末における総資産は6,547百万円となり、前連結会計年度末に比べ362百万円減少いたし

ました。これは受取手形及び売掛金の減少400百万円等によるものであります。 

 負債合計は5,980百万円となり、前連結会計年度末に比べ396百万円減少いたしました。これは短期借入金の増加

981百万による一方、支払手形及び買掛金401百万円、製品保証未払金350百万円、長期借入金返済235百万円、社債の

償還200百万円の減少等によるものであります。 

 純資産合計は566百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円の増加となりました。これは四半期純利益37百

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３四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297百万

円となりました。これは主に、減価償却費203百万円、製品保証未払金350百万円およびその他（主に未払金）119百

万円の減少によるものであります。投資活動による資金の減少は178百万円となりました。これは主に有形固定資産

の取得178百万円によるものであります。財務活動による資金の増加は545百万円となりました。これは短期借入金の

増加981百万円と、長期借入金の返済235百万円、社債の償還200百万円の支出によるものであります。  

 平成21年３月期通期業績予想につきましては、国内外の経済環境が世界同時不況の様相を呈しており、自動車業界

におきましても、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、平成20年11月13日に公表しました平成21年３月期の通期業績予想を下方修正いたしました。

 詳細は平成21年２月12日に別途公表しました「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 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法   

 当第３四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定に関しては、実地棚卸を省略し、製品については第２四半期末の

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。     

 ③税金費用の計算  

 税金費用については、当第３四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。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。  
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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、通常の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

取引に係る方法に準じた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。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。 

（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 
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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：千円）

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 99,154 32,003

受取手形及び売掛金 924,564 1,324,963

製品 443,257 364,529

仕掛品 143,083 186,833

原材料 237,182 240,732

貯蔵品 7,632 8,464

その他 39,054 45,884

貸倒引当金 △2,052 △2,938

流動資産合計 1,891,876 2,200,473

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 613,417 631,857

機械装置及び運搬具（純額） 530,722 530,610

工具、器具及び備品（純額） 118,459 113,177

土地 3,170,152 3,170,152

有形固定資産合計 4,432,751 4,445,798

無形固定資産 205,415 238,979

投資その他の資産   

投資有価証券 5,113 6,651

その他 12,212 17,468

投資その他の資産 17,326 24,120

固定資産合計 4,655,493 4,708,897

資産合計 6,547,369 6,909,371

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 878,914 1,280,236

短期借入金 2,060,511 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

未払金 177,323 315,310

製品保証未払金 690,000 500,000

未払法人税等 7,919 35,122

賞与引当金 54,229 88,723

その他 107,542 117,013

流動負債合計 3,996,441 3,855,948
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（単位：千円）

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) 

固定負債   

長期借入金 335,000 350,000

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 179,996 719,996

退職給付引当金 327,544 317,346

役員退職慰労引当金 19,884 14,011

製品保証引当金 30,025 30,025

持分法適用に伴う負債 9,378 11,190

その他 3,951 －

固定負債合計 1,983,936 2,520,725

負債合計 5,980,378 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 △1,933,541 △1,970,932

自己株式 △737 △625

株主資本合計 △1,047,778 △1,085,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,635 △1,157

土地再評価差額金 1,610,510 1,610,510

為替換算調整勘定 5,894 8,402

評価・換算差額等合計 1,614,770 1,617,755

純資産合計 566,991 532,697

負債純資産合計 6,547,369 6,909,371
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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：千円）

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 6,776,153

売上原価 6,008,491

売上総利益 767,661

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 261,628

支払補償費 76,260

役員報酬 41,015

給料 131,513

賞与引当金繰入額 6,622

退職給付費用 32,857

役員退職慰労引当金繰入額 5,872

その他 148,059

販売費及び一般管理費合計 703,832

営業利益 63,829

営業外収益  

持分法による投資利益 1,811

技術指導料 10,926

スクラップ売却益 1,779

その他 4,072

営業外収益合計 18,590

営業外費用  

支払利息 29,403

売上債権売却損 7,611

支払地代 8,859

為替差損 9,302

その他 775

営業外費用合計 55,951

経常利益 26,468

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 1,850

投資有価証券評価損 3,240

特別損失合計 5,091

税金等調整前四半期純利益 36,323

法人税、住民税及び事業税 1,315

過年度法人税等 △2,382

法人税等合計 △1,067

四半期純利益 37,391
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 36,323

減価償却費 203,228

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,198

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,872

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,493

貸倒引当金の増減額（△は減少） △886

受取利息及び受取配当金 △300

支払利息 29,403

為替差損益（△は益） 1,486

受取保険金 △14,946

有形固定資産除却損 1,850

持分法による投資損益（△は益） △1,811

売上債権の増減額（△は増加） 398,218

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,353

仕入債務の増減額（△は減少） △396,010

投資有価証券評価損 3,240

製品保証未払金の増減額（△は減少） △350,000

その他 △119,258

小計 △261,237

利息及び配当金の受取額 300

利息の支払額 △28,467

法人税等の支払額 △22,756

保険金の受取額 14,946

営業活動によるキャッシュ・フロー △297,213

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 △178,020

投資有価証券の取得による支出 △2,179

長期貸付金の回収による収入 1,846

その他 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,301

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） 981,150

長期借入金の返済による支出 △235,180

社債の償還による支出 △200,000

自己株式の取得による支出 △111

リース債務の返済による支出 △526

財務活動によるキャッシュ・フロー 545,331

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67,150

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 99,154
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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。 

  

 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） 

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。  

 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） 

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。 

 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） 

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。 

（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〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 
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「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（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  6,679

Ⅱ 売上原価  5,775

売上総利益  904

Ⅲ 販売費及び一般管理費  703

営業利益  200

Ⅳ 営業外収益  21

Ⅴ 営業外費用  72

経常利益   150

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  55

税金等調整前四半期純利益  94

税金費用  1

四半期純利益  93
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