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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 1,451 △37.9 △18 ― △30 ― △30 ―
21年3月期第1四半期 2,336 ― 53 ― 35 ― 34 ―

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

22年3月期第1四半期 △4.07 ―
21年3月期第1四半期 4.60 ―

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

22年3月期第1四半期 6,125 418 6.8 55.88
21年3月期 6,192 442 7.1 59.08

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  418百万円 21年3月期  442百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

2,900 △40.4 23 △83.0 △13 ― △15 ― △2.00

通期 5,900 △27.5 143 ― 67 ― 53 ― 7.08
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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) 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、３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） 

(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．業績予想（平成21年５月14日発表）の見直しはおこなっておりません。 
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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、３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下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 7,493,000株 21年3月期  7,493,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,551株 21年3月期  2,551株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 7,490,449株 21年3月期第1四半期 7,491,325株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や在庫調整の進展などにより、昨年の秋以降急

速に悪化した景気は下げ止まり感はあるものの、雇用環境や企業収益は厳しい状況が続いており、景気は依然として

先行き不透明な状況で、本格的な回復に至るには時間を要するものと見込まれます。 

 当社グループの主要販売先である自動車産業におきまして、当第１四半期における国内の自動車生産台数は前年同

期比約40％減となりました。 

 このような環境の中、当第１四半期の売上高は1,451百万円（前年同期比37.9％減）となり、売上高の減少を補う

べく収益構造改革を進めてまいりましたが、営業損失18百万円、経常損失及び四半期純損失は30百万円となりまし

た。  

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計年度末における資産合計は6,125百万円となり、前連結会計年度末に比べ67百万円減少いた

しました。主な要因は現金及び預金の増加11百万円、受取手形及び売掛金の増加16百万円、たな卸資産の減少48百万

円、減価償却費による減少61百万円によるものです。 

 負債合計は5,706百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万円減少いたしました。主な要因は賞与引当金の増

加28百万円、借入金の減少83百万円によるものです。 

 純資産合計は418百万円となり、前連結会計年度末に比べ24百万円の減少となりました。主な要因は四半期純損失

30百万円によるものであります。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期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増加は108百万円（前第１四

半期は25百万円の減少）となりました。これは主にたな卸資産の減少52百万円、減価償却費61百万円、賞与引当金28

百万円の増加によるものであります。投資活動による資金の減少は12百万円（前第１四半期は43百万円の減少）とな

りました。これは主に有形固定資産の取得12百万円によるものであります。財務活動による資金の減少は84百万円

（前第１四半期は167百万円の増加）となりました、これは主に短期借入金の減少11百万円、長期借入金71百万円の

返済によるものであります。以上の結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は99百万円とな

り、前連結会計年度末と比較して11百万円の増加となりました。 

 当第１四半期連結累計期間における業績は概ね計画通りに推移しており、前回発表（平成21年５月14日付）の

業績予想に変更はありません。引き続き、目標数値の達成に全力で取り組んでまいります。  

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、様々な不確

定要素や今後の内外情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

 該当事項はありません。 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四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１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関し、製品につい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出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額を見積り、簿価切下げを行う方法によってお

ります。 

③税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四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。 

 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

（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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 99,449 87,783

受取手形及び売掛金 766,394 749,559

商品及び製品 319,452 372,602

仕掛品 155,063 130,778

原材料及び貯蔵品 191,487 211,223

その他 42,329 40,362

貸倒引当金 △1,766 △1,699

流動資産合計 1,572,410 1,590,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 584,843 599,211

機械装置及び運搬具（純額） 477,704 500,205

工具、器具及び備品（純額） 109,507 116,441

土地 3,170,152 3,170,152

有形固定資産合計 4,342,208 4,386,010

無形固定資産 192,938 199,451

投資その他の資産   

投資有価証券 8,560 6,218

その他 9,195 10,280

投資その他の資産合計 17,755 16,498

固定資産合計 4,552,902 4,601,960

資産合計 6,125,312 6,192,571

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 548,959 613,711

短期借入金 2,053,641 2,065,362

1年内返済予定の長期借入金 687,200 662,200

未払法人税等 3,792 9,707

賞与引当金 84,369 55,515

未払金 152,019 94,788

その他 82,934 63,439

流動負債合計 3,612,917 3,564,725

固定負債   

長期借入金 611,000 707,800

再評価に係る繰延税金負債 1,078,154 1,078,154

退職給付引当金 346,904 329,681

役員退職慰労引当金 17,786 21,842

製品保証引当金 23,407 30,025

持分法適用に伴う負債 11,018 11,026

その他 5,573 6,757

固定負債合計 2,093,845 2,185,287

負債合計 5,706,762 5,750,013
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

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 △2,080,932 △2,050,431

自己株式 △737 △737

株主資本合計 △1,195,169 △1,164,669

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 625 △607

土地再評価差額金 1,610,510 1,610,510

為替換算調整勘定 2,583 △2,674

評価・換算差額等合計 1,613,719 1,607,227

純資産合計 418,550 442,558

負債純資産合計 6,125,312 6,192,571
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（２）【四半期連結損益計算書】 
   （第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,336,550 1,451,241

売上原価 2,020,976 1,293,682

売上総利益 315,573 157,559

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 86,970 61,613

役員報酬 13,802 9,966

給料 46,483 38,781

貸倒引当金繰入額 － 67

賞与引当金繰入額 7,045 6,494

退職給付費用 5,933 5,033

役員退職慰労引当金繰入額 1,904 1,539

支払補償費 43,921 －

その他 56,369 52,272

販売費及び一般管理費合計 262,430 175,768

営業利益又は営業損失（△） 53,143 △18,208

営業外収益   

技術指導料 － 4,134

為替差益 － 1,946

スクラップ売却益 1,300 66

持分法による投資利益 617 7

その他 945 1,176

営業外収益合計 2,863 7,331

営業外費用   

支払利息 9,490 14,210

売上債権売却損 2,560 1,238

為替差損 5,795 －

その他 3,016 3,773

営業外費用合計 20,864 19,223

経常利益又は経常損失（△） 35,142 △30,100

特別損失   

固定資産除却損 293 －

特別損失合計 293 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

34,848 △30,100

法人税等 400 400

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,448 △30,500

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

34,848 △30,100

減価償却費 65,136 61,790

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,327 17,223

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △6,618

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,904 △4,056

賞与引当金の増減額（△は減少） 46,662 28,854

貸倒引当金の増減額（△は減少） 108 67

受取利息及び受取配当金 △34 △21

支払利息 9,490 14,210

為替差損益（△は益） △2,174 1,460

有形固定資産除却損 293 －

持分法による投資損益（△は益） △617 △7

売上債権の増減額（△は増加） 15,533 △14,686

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,164 52,561

仕入債務の増減額（△は減少） △102,526 △17,340

製品保証未払金の増減額（△は減少） △50,000 －

その他 △7,368 19,267

小計 △579 122,605

利息及び配当金の受取額 34 21

利息の支払額 △8,725 △13,421

法人税等の支払額 △16,354 △1,197

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,624 108,007

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 △43,443 △12,660

投資有価証券の取得による支出 △690 △689

長期貸付金の回収による収入 498 396

その他 △125 277

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,760 △12,676

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） 182,862 △11,720

長期借入金の返済による支出 △14,990 △71,800

リース債務の返済による支出 － △1,184

財務活動によるキャッシュ・フロー 167,872 △84,704

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,258 1,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,228 11,665

現金及び現金同等物の期首残高 32,003 87,783

現金及び現金同等物の四半期末残高 129,231 99,449
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 該当事項はありません。  

 前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（平成

21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 当連結グループはゴム製品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。  

 前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（平成

21年４月１日 至平成21年６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。 

 前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日 至平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（平成

21年４月１日 至平成21年６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。  

 該当事項はありません。 

（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
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