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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 328,371 △8.1 △2,964 ― △6,179 ― △10,722 ―

20年3月期 357,233 11.5 13,168 40.5 9,893 70.9 6,137 2.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △48.96 ― △13.4 △1.9 △0.9

20年3月期 29.36 ― 6.6 3.0 3.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  887百万円 20年3月期  1,714百万円

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 304,769 71,355 22.9 304.30
20年3月期 333,892 92,604 27.0 432.04

（参考） 自己資本   21年3月期  69,685百万円 20年3月期  90,300百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △13,165 △33,576 55,896 18,815
20年3月期 14,494 △16,037 △4,530 10,733

2.  配当の状況 

(注) 22年３月期配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 1,881 30.7 2.0
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

140,000 △19.0 △2,800 ― △4,100 ― △4,200 ― △18.34

通期 298,000 △9.2 7,800 ― 5,300 ― 1,800 ― 7.86
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、14～16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び16～17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項の変更」をご覧ください。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 229,284,712株 20年3月期 209,284,712株

② 期末自己株式数 21年3月期  284,724株 20年3月期  273,170株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 216,903 △11.9 △10,961 ― △9,396 ― △11,542 ―

20年3月期 246,221 0.8 2,989 △43.9 3,277 △44.5 451 △84.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △52.70 ―

20年3月期 2.16 ―

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 225,435 67,299 29.9 293.89
20年3月期 231,613 81,705 35.3 390.91

（参考） 自己資本 21年3月期  67,299百万円 20年3月期  81,705百万円

※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、現時点で入手された情報に基づき判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確実性  
  が含まれております。従いまして、実際の業績は、様々な要因により、これらの見通しとは異なることがありますことをご承知おきください。 
２．平成22年３月期の配当予想につきましては、経営環境の先行きが不透明であるため、現時点では未定とさせていただきます。今後の業績動向等を勘 
  案した上で予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

当期における当社グループを取り巻く経営環境は、上期においては天然ゴムと石化原材料を中心とし

た原材料価格が高値で推移し、更に下期においては米国の金融危機に端を発した世界的な景気の悪化に

より設備投資の減速や個人消費が冷え込むなど依然として厳しい状況が続きました。このような状況の

もと、当社グループは平成 20 年度からの３ヶ年計画「中期経営計画’08」（中計 08）の初年度として、

グローバルレベルでの販売体制の確立、高付加価値商品の拡販、製造原価低減活動によるコスト競争力

の強化などを展開してきましたが、急激な経済環境の変化により、中計 08 の見直しを行うとともに早

期の業績回復を目指し、収益改善の取り組みに着手しました。 

しかしながら、当期の当社グループの売上高は 3,283 億 71 百万円（前期比 288 億 61 百万円減、8.1％

減）、営業損失は 29 億 64 百万円（前期は 131 億 68 百万円の利益）、経常損失は 61 億 79 百万円（前期

は 98 億 93 百万円の利益）、当期純損失は 107 億 22 百万円（前期は 61 億 37 百万円の利益）となりまし

た。 

事業別の状況は次のとおりであります。 

 

②事業別の状況  

  〔タイヤ事業〕 

タイヤ事業の売上高は 2,420 億９百万円（前期比 104 億 10 百万円減、4.1％減）で、全売上高の 73.6％

を占めており、営業損失は 13 億 95 百万円（前期は 124 億 72 百万円の利益）となりました。 

（国内新車用タイヤ） 

世界的な景気後退により、特に第４四半期の国内自動車生産台数の急激な減少の影響を受け、販売量、

売上高ともに前期を大幅に下回りました。 

（国内市販用タイヤ） 

国内市販市場においては、ＣＯ２の排出抑制及び低燃費性能を向上させ環境に配慮したタイヤのライ

ンナップの充実を図りました。乗用車用では、環境配慮タイヤ「ＰＲＯＸＥＳ（プロクセス）ＣＴ０１

ｅ」、ＥＣＯ Ｃａｒ対応タイヤ「ＰＲＯＸＥＳ（プロクセス）Ｎｅ」、ミニバン用では、ＥＣＯ Ｃａｒ

対応タイヤ「ＴＲＡＮＰＡＴＨ（トランパス）Ｎｅ」を発売しました。トラック・バス用タイヤでは、

低燃費タイヤのフラッグシップ「Ｍ６６７ ＺＥＲＯＳＹＳ（ゼロシス）Ｐｒｅｍｉｕｍ」、小型トラ

ック・バス用タイヤでは低燃費タイヤ「Ｍ１３６ ＺＥＲＯＳＹＳ（ゼロシス）」を発売しました。ま

た、ミニバン専用スタッドレスタイヤ「Ｗｉｎｔｅｒ ＴＲＡＮＰＡＴＨ（トランパス）ＭＫ４」、上質

な空間を提供するコンフォートクルージング性能を実現したセダン用プレミアム・コンフォートタイヤ

「ＰＲＯＸＥＳ（プロクセス）Ｃ１Ｓ」も発売しました。しかし、国内景気の急速な後退や暖冬の影響

などにより、販売量は前期を大幅に下回りました。一方、値上げ活動などもあり売上高は前期並みとな

りました。 

（海外市販用タイヤ） 

北米市場においては、人気のストリートドラッグレース用タイヤとして「ＰＲＯＸＥＳ（プロクセス）

ＴＱ」を発売しました。ＮＩＴＴＯ（ニットー）ブランドでは、リアルパフォーマンスタイヤ「ＮＴ０

５」を発売し、新たな需要拡大を図りました。しかし、米国の景気後退による個人消費の冷え込みもあ

り、販売量・売上高ともに前期を大幅に下回りました。また、欧州市場においては、好評を得ている「Ｐ

ＲＯＸＥＳ（プロクセス）ＣＦ１」のシリーズ拡大としてＣＵＶ（クロスユーティリティビークル）向

けに「ＰＲＯＸＥＳ（プロクセス）ＣＦ１ ＣＵＶ」を発売しました。また、冬用タイヤ「ＯＢＳＥＲ

ＶＥ（オブザーブ）Ｇ２Ｓ」を発売し市場ニーズに応えるなど拡販活動に取り組んだこともあり、販売

量･売上高ともに前期並みを確保しました。一方、中近東･東南アジア市場では、販売が好調に推移した

ため販売量･売上高ともに前期を大幅に上回りました。しかし、海外市場全体の販売量は前期並みとな
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り、売上高は前期を下回りました。 

 

〔ダイバーテック他事業〕 
ダイバーテック他事業の売上高は 863 億 62 百万円（前期比 184 億 51 百万円減、17.6％減）で、全売

上高の 26.4％を占めており、営業損失は 15 億 59 百万円（前期は６億 90 百万円の利益）となりました。

なお、構造改革の取り組みの一環として、平成 20 年 10 月に軟質ウレタン事業の子会社の株式 50％を

売却し、下期は連結売上高から除外しております。 

（産業・建築資材分野） 

産業分野では、標準防振ゴム・ホース群は市況を反映して設備投資関連商品を中心に受注が低迷し、

売上高は前期を大幅に下回りました。また、建築資材分野の建築免震ゴムについては、堅調な受注に支

えられ売上高は前期を大幅に上回りました。 

（輸送機器分野） 

主力の自動車用防振ゴムは、上期の順調な受注から一転し特に第４四半期の受注が大きく減少したた

め、売上高は前期を大幅に下回りました。自動車用シートクッションについても第４四半期の受注の減

少により、売上高は前期を大幅に下回りました。また、鉄道車両用防振ゴム及び鉄道車両用空気バネは、

上期は堅調な受注に支えられていましたが下期の受注が低迷し、売上高は前期を大幅に下回りました。 

（断熱・防水資材分野） 

断熱資材につきましては、市場の低迷もあり、売上高は前期を大幅に下回りました。 

 

③次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、厳しい経営環境の中、需要量に見合う生産体制の構築・コストダウン

活動の強化・事業構造改革の推進など収益改善に向けての取り組みを実施してまいります。タイヤ事業

では、効率的な販売体制の構築、訴求力のある商品の上市、製造段階でのコストダウン、適正な供給体

制への対応などに取り組んでまいります。ダイバーテック他事業では、コア事業として防振ゴム、空気

バネに経営資源を集中していくとともに、既に進めている選択事業の完遂を行うことで事業構造改革を

スピーディに推進してまいります。 

平成 22 年３月期の連結業績見通しは、次のとおりであります。  

   売上高   298,000 百万円（前期比 303 億 71 百万円減、9.2％減）  

   営業利益   7,800 百万円（前期比 107 億 64 百万円増）  

   経常利益   5,300 百万円（前期比 114 億 79 百万円増）  

   当期純利益  1,800 百万円（前期比 125 億 22 百万円増）  

なお、為替レートの前提につきましては、１ＵＳドル＝95 円、１ユーロ＝125 円を見込んでおります。 

 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当期末の総資産は 3,047 億 69 百万円となり、前期末に比べ 291 億 23 百万円減少しました。これは、

主として、売上債権（債権流動化に係る預け金含む）や投資有価証券等の投資等資産が減少したことに

よります。 

また、負債は 2,334 億 13 百万円となり、前期末に比べ 78 億 74 百万円減少しました。これは、主とし

て、借入金や社債等の有利子負債が増加したものの、買掛金等仕入債務が減少したことによります。な

お、有利子負債は 1,381 億 13 百万円となり、前期末に比べ 418 億 48 百万円増加しました。 

当期末の純資産は 713 億 55 百万円となり、前期末に比べ 212 億 48 百万円減少しました。これは、主

として、第三者割当増資により資本金及び資本剰余金が増加したものの、当期純損失の計上等により利

益剰余金が減少したこと、また、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が減少したことによ

ります。この結果、自己資本比率は前期末に比べて 4.1％減少し、22.9％となりました。  
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当期におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、売

上債権（債権流動化に係る預け金含む）の減少などの増加要因があったものの、仕入債務の減少や棚卸

資産の増加などの減少要因により、131 億 65 百万円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・

フローは、設備投資に伴う有形固定資産の取得による支出や資本提携に伴う投資有価証券の取得などの

減少要因により、335 億 76 百万円の支出となりました。以上により、フリーキャッシュ・フローは 467

億 42 百万円のマイナスとなりました。財務活動によるキャッシュ・フローにおいては、社債の償還や長

期借入金の返済などがあったものの、株式の発行や社債の発行による収入、長期借入による調達及び短

期借入金の増加などがあり、558 億 96 百万円の収入となりました。以上、各活動によるキャッシュ・フ

ローの増減に為替換算差額の減少額を合わせますと、当期末の現金及び現金同等物は 188 億 15 百万円と

なり、前期末と比べて 80 億 82 百万円の増加となりました。 

 
 
(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、長期的な視野に立ち安定収益構造に立脚した適正配当を行うことを基本と

しながら、経営基盤の強化並びに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案した上で決

定することとしております。 

当期の配当につきましては、残念ながら当期純損失を計上したことから、無配とさせていただきたい

と存じます。 

また、次期の配当につきましては、経営環境の先行きが不透明であるため、現時点では未定とさせて

いただきます。 

早期に復配できるよう、収益基盤の強化を図ってまいりますので、株主の皆様には、何卒ご理解賜り

ますよう、お願い申し上げます。 

 

 

２ 企業集団の状況 

近の有価証券報告書（平成 20 年６月 30 日提出）における「事業の系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループのあるべき姿として、「独自の技術を核として新たな価値を創造し、人と社会に求めら

れる企業であり続ける」ことを企業理念として掲げております。 

 

(2) 目標とする経営指標 

この項目につきましては、「中期経営計画’08」の見直しを行っており別途お知らせいたします。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

 長期ビジョンとしては、2015 年の創立 70 周年に向けて、 

① タイヤ・防振ゴム事業を核とした差別化技術により、グローバルに成長を続ける企業 

② ＣＳＲ（企業の社会的責任）をひとりひとりが実践することにより、社会から信頼される企業 

③ 多様な人材が個の力を 大限発揮できる企業 

を目指し、企業価値の向上に取り組んでまいります。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況の中、早期の業績回復を目指し、次の３つを骨子とし、収益改善対策に取り組んでお

ります。 

【骨子】 

（1）減産に対応した適正な生産体制の構築 

（2）国内・海外生産の選択、内製・外製の選別によるあらゆる支出の抑制 

（3）低成長時代の環境下でも勝ち残れる体質への構造改革 

 

【収益改善対策】 

① タイヤ事業、ダイバーテック他事業とも国内及び海外生産体制の見直しや減産に見合う直接人

員の削減と間接人員の直接人員化などによる需要量に見合う生産体制の構築 

② 設備投資の圧縮（凍結・延期）、在庫の削減、余剰資産及び事業の売却、債権管理の徹底によ

るキャッシュ・フロー経営の重視 

③ グローバルコスト革新活動の推進や業務の効率化による人件費の圧縮などによるコストダウ

ン活動の強化 

④ 経営体制の改革 

⑤ 管理・間接部門の統合・削減によるスリム化、ダイバーテック他事業の選択と集中、国内の営

業拠点・配送拠点の削減、周辺子会社事業の整理と構造改革など組織体制の見直し 

 

また、当社は、平成 20 年５月に株式会社ブリヂストンと業務提携及び資本提携に関する基本合意書

を締結し、平成 20 年 10 月には、両社の安定した信頼関係を構築するため資本提携を行いました。基本

合意して以来、分野別に両社合同のプロジェクトチームを中心に検討し、提携による業務効率の向上と

シナジー効果の創出を目指し協議を進めております。 

当社グループは、平成 19 年 11 月、「硬質ウレタン製断熱パネルの一部製品に関する防火認定の不正

取得問題」を契機として、内部統制システムの強化、社員教育の徹底、事業監査・品質監査の徹底した

推進、新事業・新製品・設備投資・出資に関する決定プロセスの改善・強化、内部通報制度の活用促進

など継続してコンプライアンスの強化に取り組んでおります。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前期末 
(平成20年３月31日) 

当期末 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 10,737 18,818 

受取手形及び売掛金 68,175 49,735 

有価証券 － 44 

たな卸資産 46,096 － 

商品及び製品 － 38,131 

仕掛品 － 2,784 

原材料及び貯蔵品 － 8,316 

繰延税金資産 5,151 9,385 

その他 25,435 9,910 

貸倒引当金 △683 △370 

流動資産合計 154,912 136,757 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 71,858 68,496 

減価償却累計額 △33,487 △33,777 

建物及び構築物（純額） 38,370 34,718 

機械装置及び運搬具 177,980 181,047 

減価償却累計額 △133,163 △135,511 

機械装置及び運搬具（純額） 44,816 45,535 

工具、器具及び備品 60,736 61,401 

減価償却累計額 △50,191 △52,419 

工具、器具及び備品（純額） 10,545 8,982 

土地 21,869 21,497 

リース資産 － 1,739 

減価償却累計額 － △309 

リース資産（純額） － 1,429 

建設仮勘定 3,919 6,455 

有形固定資産合計 119,520 118,618 

無形固定資産 

ソフトウエア 1,646 1,630 

のれん 935 467 

その他 885 743 

無形固定資産合計 3,467 2,840 

投資その他の資産 

投資有価証券 38,514 29,727 

長期貸付金 891 733 

繰延税金資産 2,626 2,796 

その他 14,450 13,843 

貸倒引当金 △491 △547 

投資その他の資産合計 55,992 46,552 

固定資産合計 178,980 168,011 

資産合計 333,892 304,769 
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(単位：百万円) 

前期末 
(平成20年３月31日) 

当期末 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 82,474 48,458 

コマーシャル・ペーパー 2,000 － 

短期借入金 44,801 63,951 

1年内償還予定の社債 5,000 5,000 

未払法人税等 1,481 1,098 

未払金 21,216 11,686 

製品補償引当金 3,262 870 

その他 12,054 11,859 

流動負債合計 172,290 142,924 

固定負債 

社債 18,000 23,000 

長期借入金 26,464 44,682 

退職給付引当金 13,657 14,108 

役員退職慰労引当金 55 53 

環境対策引当金 505 227 

繰延税金負債 9,685 7,003 

その他 629 1,414 

固定負債合計 68,998 90,488 

負債合計 241,288 233,413 

純資産の部 

株主資本 

資本金 23,974 27,984 

資本剰余金 21,998 26,007 

利益剰余金 30,952 18,236 

自己株式 △100 △100 

株主資本合計 76,825 72,127 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 13,294 4,518 

繰延ヘッジ損益 55 △236 

債権流動化に係る評価差額 △26 － 

為替換算調整勘定 151 △6,725 

評価・換算差額等合計 13,474 △2,442 

少数株主持分 2,303 1,670 

純資産合計 92,604 71,355 

負債純資産合計 333,892 304,769 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 357,233 328,371 

売上原価 259,964 253,186 

売上総利益 97,268 75,185 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 21,612 19,332 

広告宣伝費 5,886 5,573 

給料及び手当 25,746 24,690 

減価償却費 3,757 4,038 

その他 27,097 24,514 

販売費及び一般管理費合計 84,099 78,149 

営業利益又は営業損失（△） 13,168 △2,964 

営業外収益 

受取利息 181 128 

受取配当金 789 841 

持分法による投資利益 1,714 887 

受取賃貸料 233 250 

その他 594 945 

営業外収益合計 3,514 3,053 

営業外費用 

支払利息 3,195 3,238 

為替差損 1,705 1,342 

債権流動化費用 943 246 

その他 946 1,440 

営業外費用合計 6,790 6,267 

経常利益又は経常損失（△） 9,893 △6,179 

特別利益 

固定資産売却益 3,737 223 

投資有価証券売却益 993 669 

事業譲渡益 － 600 

環境対策引当金戻入額 280 － 

特別利益合計 5,011 1,494 

特別損失 

固定資産除却損 1,594 1,207 

投資有価証券評価損 213 625 

製品補償引当金繰入額 3,262 570 

たな卸資産評価損 － 1,001 

退職給付費用 311 1,237 

減損損失 151 299 

訴訟関連損失 － 136 

事業整理損 82 635 

リース解約損 208 － 

製品補償対策費 772 － 

特別損失合計 6,596 5,714 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

8,308 △10,399 

法人税、住民税及び事業税 3,394 1,403 

法人税等調整額 △1,108 △1,340 

法人税等合計 2,285 62 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △114 260 

当期純利益又は当期純損失（△） 6,137 △10,722 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 23,974 23,974 

当期変動額 

新株の発行 － 4,010 

当期変動額合計 － 4,010 

当期末残高 23,974 27,984 

資本剰余金 

前期末残高 21,997 21,998 

当期変動額 

新株の発行 － 4,010 

自己株式の処分 0 △1 

当期変動額合計 0 4,008 

当期末残高 21,998 26,007 

利益剰余金 

前期末残高 26,645 30,952 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,881 △1,881 

当期純利益 6,137 △10,722 

自己株式の処分 － △1 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △110 

連結範囲の変動 51 － 

当期変動額合計 4,307 △12,716 

当期末残高 30,952 18,236 

自己株式 

前期末残高 △77 △100 

当期変動額 

自己株式の取得 △24 △8 

自己株式の処分 1 8 

当期変動額合計 △22 △0 

当期末残高 △100 △100 

株主資本合計 

前期末残高 72,540 76,825 

当期変動額 

新株の発行 － 8,020 

剰余金の配当 △1,881 △1,881 

当期純利益 6,137 △10,722 

自己株式の取得 △24 △8 

自己株式の処分 2 5 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △110 

連結範囲の変動 51 － 

当期変動額合計 4,285 △4,697 

当期末残高 76,825 72,127 
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(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 22,712 13,294 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,418 △8,775 

当期変動額合計 △9,418 △8,775 

当期末残高 13,294 4,518 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △18 55 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

74 △291 

当期変動額合計 74 △291 

当期末残高 55 △236 

債権流動化に係る評価差額 

前期末残高 △9 △26 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△16 26 

当期変動額合計 △16 26 

当期末残高 △26 － 

為替換算調整勘定 

前期末残高 68 151 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

83 △6,876 

当期変動額合計 83 △6,876 

当期末残高 151 △6,725 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 22,752 13,474 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,277 △15,917 

当期変動額合計 △9,277 △15,917 

当期末残高 13,474 △2,442 

少数株主持分 

前期末残高 2,153 2,303 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 150 △633 

当期変動額合計 150 △633 

当期末残高 2,303 1,670 

純資産合計 

前期末残高 97,446 92,604 

当期変動額 

新株の発行 － 8,020 

剰余金の配当 △1,881 △1,881 

当期純利益 6,137 △10,722 

自己株式の取得 △24 △8 

自己株式の処分 2 5 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △110 

連結範囲の変動 51 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,127 △16,550 

当期変動額合計 △4,842 △21,248 

当期末残高 92,604 71,355 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

8,308 △10,399 

減価償却費 18,937 20,093 

減損損失 151 299 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △804 602 

製品補償引当金の増減額(△は減少) 3,262 △2,392 

受取利息及び受取配当金 △971 △969 

支払利息 3,195 3,238 

為替差損益（△は益） 826 △13 

持分法による投資損益（△は益） △1,714 △887 

固定資産除却損 1,594 1,207 

固定資産売却損益（△は益） △3,737 △223 

事業譲渡損益（△は益） － △600 

投資有価証券評価損益（△は益） － 625 

投資有価証券売却損益（△は益） △993 △669 

売上債権の増減額（△は増加） △13,259 10,855 

売上債権流動化に係る預け金の増減額(△は増
加) 

△2,371 10,464 

たな卸資産の増減額（△は増加） △446 △9,812 

仕入債務の増減額（△は減少） 9,985 △26,977 

その他 △3,460 △2,740 

小計 18,502 △8,300 

利息及び配当金の受取額 1,300 1,382 

利息の支払額 △3,292 △3,001 

法人税等の支払額 △2,015 △3,246 

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,494 △13,165 

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 △18,462 △27,750 

有形固定資産の売却による収入 5,037 1,360 

無形固定資産の取得による支出 △1,345 △601 

無形固定資産の売却による収入 45 0 

投資有価証券の取得による支出 △1,318 △8,647 

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,232 943 

投資有価証券の払戻しによる収入 － 1,274 

事業譲渡による収入 － 600 

関係会社出資金の払込による支出 △275 △614 

その他 △951 △141 

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,037 △33,576 
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(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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） 5,254 28,695 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 2,000 △2,000 

長期借入れによる収入 7,362 27,931 

長期借入金の返済による支出 △12,328 △9,429 

社債の発行による収入 － 9,950 

社債の償還による支出 △5,000 △5,000 

株式の発行による収入 － 7,961 

配当金の支払額 △1,881 △1,881 

少数株主への配当金の支払額 △18 △49 

その他 82 △283 

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,530 55,896 

現金及び現金同等物に係る換算差額 388 △1,071 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,683 8,082 

現金及び現金同等物の期首残高 16,346 10,733 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 70 － 

現金及び現金同等物の期末残高 10,733 18,815 
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数    37 社   （主要会社名…Toyo Tire U.S.A. Corp．、東洋ソフラン㈱、㈱トー

ヨータイヤジャパン） 

持分法適用会社数   ８社   （主要会社名…日本ジャイアントタイヤ㈱、正新橡膠（中国）有限

公司） 

 

２．連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）     ２社      Toyo Tire North America OE Sales LLC、TOYO TIRE RUS LLC 

連結（除外）     １社      トーヨーソフランテック㈱（株式売却により持分比率が 100％か

ら 50％に変更となったことによる） 

持分法（新規）    １社      トーヨーソフランテック㈱ 

 

３．連結子会社の決算日等に関する事項 

連結子会社のうち、Toyo Tire U.S.A. Corp．ほか 20 社の決算日は 12 月 31 日であります。 

連結財務諸表作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引に

ついては連結上必要な調整を行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は主として移動平均法により算定しております。） 

時価のないもの  移動平均法による原価法 

②デリバティブ    時価法 

③たな卸資産     主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法） 

（会計方針の変更） 

「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日公表分 企業会計基

準第９号) を当期から適用し、棚卸資産の評価基準については、原価法（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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が

432 百万円、経常損失が 452 百万円、税金等調整前当期純損失が 1,454 百万円それぞれ増加しており

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。また、原材料及び貯蔵

品の評価方法については、従来、移動平均法によっておりましたが、当期より総平均法に変更してお

ります。この変更は、製造費用の一時的な変動による在庫評価への影響を排除し、期間損益計算をよ

り適正に行うためであります。なお、この変更による損益に与える影響は、セグメント情報に与える

影響を含め軽微であります。 
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（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産(リース資産を除く) 

建物           定額法 

その他の有形固定資産   主として定率法（ただし、工具、器具及び備品については主として定額法） 

（追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、平成 20 年度の法人税法の改正を機に経済的耐用年数を見直したことによ

り、当期より機械装置の耐用年数を一部変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比

べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれぞれ 733 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。 

②無形固定資産(リース資産を除く) 定額法 

③リース資産           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 

 

（3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権に対する貸倒損失に備えるものであり、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②製品補償引当金 

当社製品の不具合対策に関する費用について、当期末において必要と認めた損失見積額を計上してお

ります。 

③退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上

しております。 

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間（主として 15 年）による定額

法により、翌期から費用処理することとしております。 

（会計方針の変更） 

当期より、一部の連結子会社において、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しており

ます。この変更は、退職給付債務の算定の精度を高めることにより、期間損益計算の適正化及び財政

状態の健全化を図るためであります。期首現在で退職給付債務を算定した結果発生した変更時差異

1,164 百万円については、特別損失に計上しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ

て、営業損失及び経常損失が 129 百万円、税金等調整前当期純損失が 1,294 百万円それぞれ増加して

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。 

④役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

⑤環境対策引当金 

アスベスト除去及びＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物処理等の環境対策費用の支出に備えるため、

今後発生すると見込まれる金額を計上しております。 

 

（4）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。為替予約については振当処理を、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。 
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②ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）          （ヘッジ対象） 

為替予約・通貨オプション     外貨建金銭債権債務 

金利スワップ・金利オプション   借入金及び社債 

③ヘッジ方針 

主として当社の内部規定である「財務リスク管理規定」に基づき為替変動リスク及び金利変動リスク

をヘッジしております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段とヘッジ対象について、相場変動額またはキャッシュ・フロー変動額を、ヘッジ期間全体

にわたり比較し、有効性を評価しております。 

 

（5）消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

 

６．のれんの償却に関する事項 

のれんについては、５年間の均等償却を行っております。但し、金額が僅少なときは発生時の損益と

して処理しております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書において資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手許資金及び要

求払預金のほか、取得日より３ヶ月以内に満期日が到来する定期性預金及び取得日より３ヶ月以内に償

還日が到来する容易に換金可能で、かつ価値変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっ

ております。 

 

 

(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

（会計方針の変更） 

１．「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」（企業会計基準委員会 平

成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号)を当期から適用し、連結決算上必要な修正を行っておりま

す。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失

が 165 百万円それぞれ増加しております。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。 

 

２．「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)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)を当期から

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、リース資産として計上しており

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。この変更による損益に

与える影響は、セグメント情報に与える影響を含め軽微であります。 
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（表示方法の変更） 

１．財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成 20 年８月７日 内閣府令第 50 号)が適用となる

ことに伴い、前期において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当期から「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前期の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 35,480 百万円、2,976 百万円、7,638

百万円であります。 

 

 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

 [連結貸借対照表に関する注記事項] 

 

前期末       当期末 

１．偶発債務 

保証債務              2,594 百万円    3,166 百万円 

 

 [連結損益計算書に関する注記事項] 

 

１．たな卸資産評価損 

たな卸資産評価損は、棚卸資産の評価基準を原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変

更したことによる損益に与える影響額のうち、期首の棚卸資産に係る部分であります。 

 

２．退職給付費用 

退職給付費用は、主として一部の連結子会社において、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法

へ変更した際に、期首現在で退職給付債務を算定した結果発生した変更時差異であります。 

 

[連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項]  
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 

前期        当期 

 

現金及び預金勘定           10,737 百万円    18,818 百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    △４百万円     △３百万円 

現金及び現金同等物          10,733 百万円    18,815 百万円 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前期(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

 

 
タイヤ 

(百万円) 

ダイバーテック
他 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全 
社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

252,419 104,814 357,233 ― 357,233

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

76 200 276 (276) ―

計 252,495 105,014 357,509 (276) 357,233

営業費用 240,022 104,323 344,346 (281) 344,064

営業利益 12,472 690 13,163 5 13,168

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
損失及び資本的支出 

 

資産 214,310 86,210 300,520 33,372 333,892

減価償却費 14,207 4,734 18,942 (5) 18,937

減損損失 ― 151 151 ― 151

資本的支出 14,763 5,389 20,153 ― 20,153

 

当期(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

 

 
タイヤ 

(百万円) 

ダイバーテック
他 

(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全 
社(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

242,009 86,362 328,371 ― 328,371

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

45 192 238 (238) ―

計 242,054 86,555 328,610 (238) 328,371

営業費用 243,450 88,115 331,565 (229) 331,336

営業損失(△) △1,395 △1,559 △2,955 (9) △2,964

Ⅱ 資産、減価償却費、減損 
損失及び資本的支出 

 

資産 188,865 77,847 266,712 38,056 304,769

減価償却費 15,146 4,950 20,096 (3) 20,093

減損損失 ― 299 299 ― 299

資本的支出 23,955 5,266 29,221 ― 29,221
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品等 

事業区分 主  要  製  品 

タイヤ 

各種タイヤ(乗用車用、トラック・バス用、建設機械用、産業車両用)、 

タイヤ用チューブ、フラップ、キャメルバック、アルミホイール、 

その他関連製品 

 
産業・建築資材

ゴム・樹脂ホース、標準防振ゴム、ガスメーター計量膜、 

ゴム引布製品、基礎免震積層ゴム、視線誘導標、車止め 

 
輸送機器 

防振ゴム（自動車用・鉄道車両用）、空気バネ（自動車用・鉄

道車両用）、シートクッション、ＣＶＪブーツ、樹脂バンパー 

ダイバーテ

ック他 
断熱・防水資材

硬質ウレタン、断熱材、ウレタン塗膜防水材、 

防水シート 

 
その他資材 

家具・インテリア用軟質ウレタン、オフィス機器用部品、 

ＣＭＰ装置用研磨パッド 

 
その他 

国内関係会社に対する融資及び債権の買取、保険代理業、 

不動産業ほか 

３ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関

する会計基準」(企業会計基準第９号) を当期から適用し、棚卸資産の評価基準については、原

価法（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。この結果、従来の

方法によった場合に比べて、営業損失が「タイヤ」で 295 百万円、「ダイバーテック他」で 136

百万円増加しております。 

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 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、「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)を当期から

適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この結果、従来の方法によった場合に比べ

て、営業損失は「タイヤ」で 165 百万円増加しております。 

５  退職給付債務の算定方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当期より、一部の連

結子会社において、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しております。この結

果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失は「ダイバーテック他」で 129 百万円増加し

ております。 

６  有形固定資産の耐用年数の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、当期より機械装置の耐用年数を一部変更しております。この結果、従来の方法によっ

た場合に比べて、営業損失が「タイヤ」で 606 百万円、「ダイバーテック他」で 126 百万円増加

しております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

前期(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
その他 

(百万円) 
計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

188,382 115,761 53,089 357,233 ― 357,233

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

90,682 7 41 90,731 (90,731) ―

計 279,065 115,769 53,130 447,964 (90,731) 357,233

営業費用 273,041 110,656 51,642 435,340 (91,275) 344,064

営業利益 6,023 5,112 1,488 12,624 544 13,168

Ⅱ 資産 223,001 66,562 32,577 322,141 11,751 333,892

 

当期(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

 
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
その他 

(百万円) 
計 

(百万円) 

消去 
又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

180,687 98,554 49,128 328,371 ― 328,371

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

71,415 ― 26 71,442 (71,442) ―

計 252,103 98,554 49,155 399,813 (71,442) 328,371

営業費用 261,826 96,519 47,382 405,729 (74,392) 331,336

営業利益又は  
営業損失(△) 

△9,723 2,035 1,772 △5,915 2,950 △2,964

Ⅱ 資産 208,485 62,053 21,504 292,043 12,725 304,769

(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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・・・・米国、カナダ 
(2) その他・・・・・欧州、大洋州ほか 

３ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、「棚卸資産の評価に関

する会計基準」(企業会計基準第９号) を当期から適用し、棚卸資産の評価基準については、原
価法（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。この結果、従来の
方法によった場合に比べて、営業損失が「日本」で 432 百万円増加しております。 

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 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、「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)を当期から
適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この結果、従来の方法によった場合に比べ
て、営業利益は「北米」で 12 百万円、「その他」で 153 百万円減少しております。 

５  退職給付債務の算定方法の変更 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当期より、一部の連

結子会社において、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しております。この結
果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失は「日本」で 129 百万円増加しております。 

６  有形固定資産の耐用年数の変更 
「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、当期より機械装置の耐用年数を一部変更しております。この結果、従来の方法によっ
た場合に比べて、営業損失が「日本」で 733 百万円増加しております。 

 

東洋ゴム工業㈱（5105）　平成21年３月期決算短信

－ 20 －



 

３ 海外売上高 

前期(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 年３月 31 日) 
 

 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 115,765 73,684 189,449

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 357,233

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

32.4 20.6 53.0

 

当期(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 
 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 98,554 31,122 48,202 177,879

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 328,371

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

30.0 9.5 14.7 54.2

(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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米・・・・・・米国、カナダ 
(2) 欧州・・・・・・ドイツ、イギリス、イタリアほか 
(3) その他・・・・・中近東、大洋州、東南アジアほか 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４ 地域区分の表示の変更 
従来、欧州地域は「その他」に含めて表示しておりましたが、当期において当該地域区分の

重要性が増したため、「欧州」として区分表示することに変更しております。なお、前期の「欧
州」の海外売上高は 31,799 百万円、連結売上高に占める割合は 8.9％であります。 
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 (１株当たり情報) 
 

前期 
(自 平成 19 年４月１日 
至 平成 20 年３月 31 日) 

当期 
(自 平成 20 年４月１日 
至 平成 21 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 432 円４銭 １株当たり純資産額 304 円 30 銭 

１株当たり当期純利益 29 円 36 銭 １株当たり当期純利益 △ 48 円 96 銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

 

(注) １．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

区分 
前期末 

平成 20 年３月 31 日現在 
当期末 

平成 21 年３月 31 日現在

純資産の部の合計額 (百万円) 92,604 71,355

純資産の部の合計額 
から控除する金額 

(百万円) 2,303 1,670

(うち少数株主持分)  (2,303) (1,670)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 90,300 69,685

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式の数 

(千株) 209,011 228,999

 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 

区分 
前期 

(自 平成 19 年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成 20 年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 6,137 △ 10,722

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 6,137 △ 10,722

期中平均株式数 (千株) 209,027 219,005

 

 

 

 

 

(開示の省略) 

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項

については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前期末 
(平成20年３月31日) 

当期末 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,345 15,473 

受取手形 2,915 793 

売掛金 40,957 31,174 

有価証券 8 44 

製品 11,638 11,140 

原材料 3,444 3,764 

仕掛品 1,723 1,479 

貯蔵品 1,307 1,493 

前払費用 961 691 

繰延税金資産 2,384 7,499 

未収入金 2,576 3,196 

立替金 3,457 2,009 

関係会社短期貸付金 7,457 2,445 

その他 206 128 

貸倒引当金 △18 △8 

流動資産合計 83,367 81,326 

固定資産 

有形固定資産 

建物 38,276 37,781 

減価償却累計額 △18,553 △18,812 

建物（純額） 19,722 18,969 

構築物 5,411 5,357 

減価償却累計額 △4,132 △4,161 

構築物（純額） 1,278 1,196 

機械及び装置 143,853 146,802 

減価償却累計額 △111,756 △116,219 

機械及び装置（純額） 32,096 30,582 

車両運搬具 1,674 1,602 

減価償却累計額 △1,404 △1,396 

車両運搬具（純額） 270 206 

工具、器具及び備品 50,997 52,899 

減価償却累計額 △43,330 △46,116 

工具、器具及び備品（純額） 7,666 6,783 

土地 14,472 14,433 

リース資産 － 1,061 

減価償却累計額 － △118 

リース資産（純額） － 943 

建設仮勘定 1,026 826 

有形固定資産合計 76,532 73,942 

無形固定資産 

借地権 98 98 

ソフトウエア 1,398 1,392 

その他 296 238 

無形固定資産合計 1,792 1,728 
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(単位：百万円) 

前期末 
(平成20年３月31日) 

当期末 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 34,074 27,096 

関係会社株式 23,533 28,513 

関係会社出資金 6,982 7,711 

長期貸付金 4 2 

従業員に対する長期貸付金 576 490 

関係会社長期貸付金 5,660 5,982 

長期前払費用 314 227 

その他 2,055 1,852 

貸倒引当金 △3,280 △3,439 

投資その他の資産合計 69,919 68,437 

固定資産合計 148,245 144,108 

資産合計 231,613 225,435 

負債の部 

流動負債 

買掛金 45,625 33,447 

コマーシャル・ペーパー 2,000 － 

短期借入金 15,345 27,876 

1年内返済予定の長期借入金 5,712 5,068 

1年内償還予定の社債 5,000 5,000 

リース債務 － 203 

未払金 10,571 9,587 

未払費用 4,028 3,575 

未払法人税等 444 75 

前受金 44 48 

預り金 1,753 1,581 

製品補償引当金 3,262 870 

その他 21 241 

流動負債合計 93,811 87,577 

固定負債 

社債 18,000 23,000 

長期借入金 20,467 32,986 

リース債務 － 750 

繰延税金負債 9,066 5,955 

退職給付引当金 8,002 7,583 

環境対策引当金 462 184 

その他 97 97 

固定負債合計 56,096 70,558 

負債合計 149,907 158,135 
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(単位：百万円) 

前期末 
(平成20年３月31日) 

当期末 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 23,974 27,984 

資本剰余金 

資本準備金 21,997 26,007 

その他資本剰余金 1 － 

資本剰余金合計 21,998 26,007 

利益剰余金 

利益準備金 2,568 2,568 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 5,641 4,882 

別途積立金 7,015 7,015 

繰越利益剰余金 7,725 △4,940 

利益剰余金合計 22,951 9,526 

自己株式 △100 △100 

株主資本合計 68,824 63,418 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 12,825 4,117 

繰延ヘッジ損益 55 △236 

評価・換算差額等合計 12,881 3,881 

純資産合計 81,705 67,299 

負債純資産合計 231,613 225,435 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 246,221 216,903 

売上原価 200,131 188,315 

売上総利益 46,090 28,588 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 15,674 14,145 

販売促進費 761 469 

広告宣伝費 1,480 1,076 

旅費及び通信費 1,315 1,134 

保管費 3,328 3,182 

従業員給料 6,344 6,171 

賞与 2,185 1,499 

退職給付費用 495 597 

賃借料 1,393 1,205 

減価償却費 2,479 2,759 

試験研究費 2,092 2,244 

貸倒引当金繰入額 22 － 

その他 5,526 5,062 

販売費及び一般管理費合計 43,101 39,549 

営業利益又は営業損失（△） 2,989 △10,961 

営業外収益 

受取利息 910 313 

受取配当金 2,443 3,469 

不動産賃貸料 640 641 

原材料売却益 54 107 

その他 420 537 

営業外収益合計 4,468 5,069 

営業外費用 

支払利息 886 1,028 

社債利息 276 310 

減価償却費 283 249 

為替差損 1,435 788 

債権流動化費用 712 246 

その他 585 880 

営業外費用合計 4,180 3,503 

経常利益又は経常損失（△） 3,277 △9,396 

特別利益 

固定資産売却益 3,287 223 

投資有価証券売却益 993 669 

環境対策引当金戻入額 280 － 

特別利益合計 4,561 892 
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(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

特別損失 

固定資産除却損 1,435 986 

投資有価証券評価損 255 624 

製品補償引当金繰入額 3,262 570 

たな卸資産評価損 － 1,028 

リース解約損 208 － 

関係会社貸倒引当金繰入額 763 164 

製品補償対策費 772 － 

事業整理損 82 635 

子会社株式評価損 － 1,097 

特別損失合計 6,779 5,107 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,060 △13,611 

法人税、住民税及び事業税 598 161 

法人税等調整額 10 △2,230 

法人税等合計 608 △2,069 

当期純利益又は当期純損失（△） 451 △11,542 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 23,974 23,974 

当期変動額 

新株の発行 － 4,010 

当期変動額合計 － 4,010 

当期末残高 23,974 27,984 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 21,997 21,997 

当期変動額 

新株の発行 － 4,010 

当期変動額合計 － 4,010 

当期末残高 21,997 26,007 

その他資本剰余金 

前期末残高 0 1 

当期変動額 

自己株式の処分 0 △1 

当期変動額合計 0 △1 

当期末残高 1 － 

資本剰余金合計 

前期末残高 21,997 21,998 

当期変動額 

新株の発行 － 4,010 

自己株式の処分 0 △1 

当期変動額合計 0 4,008 

当期末残高 21,998 26,007 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 2,568 2,568 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,568 2,568 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 4,709 5,641 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △588 △759 

固定資産圧縮積立金の積立 1,520 － 

当期変動額合計 932 △759 

当期末残高 5,641 4,882 
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(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

別途積立金 

前期末残高 7,015 7,015 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,015 7,015 

繰越利益剰余金 

前期末残高 10,087 7,725 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,881 △1,881 

当期純利益 451 △11,542 

自己株式の処分 － △1 

固定資産圧縮積立金の取崩 588 759 

固定資産圧縮積立金の積立 △1,520 － 

当期変動額合計 △2,362 △12,665 

当期末残高 7,725 △4,940 

利益剰余金合計 

前期末残高 24,381 22,951 

当期変動額 

剰余金の配当 △1,881 △1,881 

当期純利益 451 △11,542 

自己株式の処分 － △1 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

当期変動額合計 △1,429 △13,424 

当期末残高 22,951 9,526 

自己株式 

前期末残高 △77 △100 

当期変動額 

自己株式の取得 △24 △8 

自己株式の処分 1 8 

当期変動額合計 △22 △0 

当期末残高 △100 △100 

株主資本合計 

前期末残高 70,276 68,824 

当期変動額 

新株の発行 － 8,020 

剰余金の配当 △1,881 △1,881 

当期純利益 451 △11,542 

自己株式の取得 △24 △8 

自己株式の処分 2 5 

当期変動額合計 △1,451 △5,406 

当期末残高 68,824 63,418 
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(単位：百万円) 

前期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 22,148 12,825 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,322 △8,707 

当期変動額合計 △9,322 △8,707 

当期末残高 12,825 4,117 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △18 55 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

74 △291 

当期変動額合計 74 △291 

当期末残高 55 △236 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 22,129 12,881 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△9,248 △8,999 

当期変動額合計 △9,248 △8,999 

当期末残高 12,881 3,881 

純資産合計 

前期末残高 92,405 81,705 

当期変動額 

新株の発行 － 8,020 

剰余金の配当 △1,881 △1,881 

当期純利益 451 △11,542 

自己株式の取得 △24 △8 

自己株式の処分 2 5 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,248 △8,999 

当期変動額合計 △10,700 △14,405 

当期末残高 81,705 67,299 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 

該当事項はありません。 

 

 

６ その他 

 

役員の異動（平成 21 年６月 26 日付予定） 

 
 (1) 代表取締役の異動 

    該当事項はありません。 

 

 

(2) 取締役の異動 

 
新任取締役候補    （   ）内は現職 

 
 取  締  役   

常務執行役員 
 

    取  締  役    
     常務執行役員 
 
 

退任予定取締役     
 

       取  締  役   永 井 和 男 ［顧問就任予定] 
 
     取  締  役   江  渕    豊  [顧問就任予定] 
 
      取  締  役   片 岡  善 雄 ［相談役重任］ 
 

 市 川 貴 史 （常務執行役員・ダイバーテック事業本部長） 

信 木   明 （常務執行役員・企画本部長 兼 経営企画部長）

東洋ゴム工業㈱（5105）　平成21年３月期決算短信

－ 31 －
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