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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 100,126 △35.7 △258 ― △935 ― △2,494 ―

21年3月期第2四半期 155,695 ― 9,441 ― 9,694 ― 5,409 ―

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2四半期 △24.02 ―

21年3月期第2四半期 52.09 ―

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2四半期 224,102 141,847 59.9 1,292.24
21年3月期 218,965 141,175 61.2 1,291.09

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  134,182百万円 21年3月期  134,063百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 9.00 ― 5.00 14.00
22年3月期 ― 6.00

22年3月期 
（予想）

― 6.00 12.00

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 215,000 △21.6 1,500 △75.3 1,000 △81.4 △2,000 ― △19.26



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） 

(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21年7月27日に公表いたしました連結業績予想は、当第2四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.業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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
結果となる可能性があります。 

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2四半期 104,042,806株 21年3月期  104,042,806株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  205,876株 21年3月期  205,440株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 103,837,197株 21年3月期第2四半期 103,838,119株



 当第2四半期連結累計期間における世界経済は、米国の金融危機に端を発した景気後退に各国政府が打ち出し

た景気対策の効果もあり底打ち感が見られるものの、引き続き深刻な状況にありました。国内経済は、景気に

持ち直しの動きが見られるものの、設備投資が減少し、失業率が過去最高となるなど依然として厳しい状況に

ありました。 

 当社グループを取り巻く経営環境は、エコカー減税やスクラップインセンティブをはじめとする政府支援が

功を奏し、ハイブリッド車などの低公害車の生産・販売の増加など明るい材料も出始めてまいりました。自動

車生産台数は底打ちの状況にはありますが、未だ生産能力には余剰感があり、設備投資も低水準の状況にあり

ます。さらに、原材料価格が再び上昇の方向にあり、また、為替も円高に推移しており、収益面では依然とし

て厳しい状況となりました。今後は、政府による支援策終了後に、回復基調の見え始めた景気に二番底が訪れ

ることも懸念されます。 

 このような状況下、当社グループは、お客様の満足を第一義として、新製品・新事業の開発や高品質な製品

の供給に努めたほか、売上・収益確保に向けた構造改革や総原価低減を推進してまいりました。 

 この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は、100,126百万円（前年同期比△35.7％）、経常損失は935百

万円（前年同期は経常利益9,694百万円）となり、四半期純損失は国内外における構造改革に伴う費用を特別損

失として計上したため2,494百万円（前年同期は四半期純利益5,409百万円）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、自動車用防振ゴム・ホースともに、自動車生産台数の大幅な減少により、売上高

は前年同期を大幅に下回りました。 

 産業用ゴム製品分野では、橋梁用ゴム支承の売上は堅調に推移したものの、設備投資の大幅な減少などによ

り、建設機械・工作機械向けなどの高圧ホースの売上が大幅に減少し、また住宅用・ビル用制震装置や鉄道用防

振ゴムも市場環境の悪化により売上が減少したため、売上高は前年同期を大幅に下回りました。 

この結果、セグメント間消去前の売上高は82,835百万円(前年同期比△35.0％)、営業利益は153百万円(前年同

期比△98.0％)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、大幅な在庫調整の影響によりプリンター部品の売

上が減少し、加えて2009年3月をもってＦＰＣ・ＦＦＣ基材事業を譲渡したこともあり、売上高は前年同期を大

幅に下回りました。 

 内装材・ウレタン製品など自動車用樹脂製品分野では、自動車生産台数の大幅な減少により、売上高は前年同

期を大幅に下回りました。 

この結果、セグメント間消去前の売上高は18,683百万円(前年同期比△39.0％)、 営業損失は411百万円（前年

同期は営業利益1,782百万円）となりました。 

  

 資産合計は、 百万円（前連結会計年度末比5,137百万円増）となりました。 
 この内、流動資産については棚卸資産の圧縮を進めた一方、前第4四半期連結会計期間と比べ売上高が回復し

てきたことや設備投資の圧縮に伴い預金および営業債権が増加したことから 百万円（前連結会計年度末

比9,172百万円増）となりました。固定資産は 百万円（前連結会計年度末比4,035百万円減）となりまし
た。 

 負債合計は、売上高の回復に伴い営業債務が増加した結果、 百万円（前連結会計年度末比4,465百万円
増）となりました。 

 純資産合計は、利益剰余金が減少したものの評価・換算差額等は増加し 百万円（前連結会計年度末比
672百万円増）となりました。 

  

  

 業績予想につきましては、最近の経済状況を踏まえ修正しております。詳細は、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。  

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

224,102

112,698

111,404

82,255

141,847

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

該当事項はありません。  

  

  

①棚卸資産の評価方法 

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。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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



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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 36,049 29,365 

受取手形及び売掛金 50,146 44,129 

有価証券 － 500 

商品及び製品 4,274 5,422 

仕掛品 5,887 6,536 

原材料及び貯蔵品 7,146 9,066 

未収入金 5,578 5,524 

繰延税金資産 2,959 2,198 

その他 777 899 

貸倒引当金 △118 △113 

流動資産合計 112,698 103,526 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 73,679 72,236 

減価償却累計額 △36,906 △35,517 

建物及び構築物（純額） 36,773 36,719 

機械装置及び運搬具 167,631 165,439 

減価償却累計額 △128,743 △125,336 

機械装置及び運搬具（純額） 38,888 40,103 

工具、器具及び備品 50,360 47,674 

減価償却累計額 △43,691 △41,094 

工具、器具及び備品（純額） 6,669 6,580 

土地 11,078 11,021 

リース資産 522 346 

減価償却累計額 △200 △102 

リース資産（純額） 322 244 

建設仮勘定 2,906 5,465 

有形固定資産合計 96,636 100,132 

無形固定資産 3,263 3,675 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,619 6,767 

繰延税金資産 212 1,534 

その他 4,603 4,257 

貸倒引当金 △618 △615 

投資損失引当金 △311 △311 

投資その他の資産合計 11,505 11,632 

固定資産合計 111,404 115,439 

資産合計 224,102 218,965 



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,551 30,546 

短期借入金 8,401 10,556 

未払金 6,794 6,688 

未払法人税等 448 95 

事業構造改善引当金 357 － 

役員賞与引当金 10 21 

製品保証引当金 199 267 

その他 6,589 7,105 

流動負債合計 57,349 55,278 

固定負債   

社債 15,000 15,000 

長期借入金 3,245 1,611 

繰延税金負債 2,784 2,320 

退職給付引当金 2,858 2,864 

役員退職慰労引当金 97 255 

事業構造改善引当金 475 － 

その他 447 462 

固定負債合計 24,906 22,512 

負債合計 82,255 77,790 

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 116,114 119,129 

自己株式 △262 △262 

株主資本合計 138,864 141,879 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,406 948 

為替換算調整勘定 △6,088 △8,764 

評価・換算差額等合計 △4,682 △7,816 

少数株主持分 7,665 7,112 

純資産合計 141,847 141,175 

負債純資産合計 224,102 218,965 



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 155,695 100,126 

売上原価 131,452 89,188 

売上総利益 24,243 10,938 

販売費及び一般管理費 14,802 11,196 

営業利益又は営業損失（△） 9,441 △258 

営業外収益   

受取利息 76 41 

受取配当金 81 51 

投資有価証券売却益 18 － 

為替差益 398 － 

持分法による投資利益 241 71 

その他 275 340 

営業外収益合計 1,089 503 

営業外費用   

支払利息 352 256 

減損損失 53 35 

為替差損 － 62 

固定資産廃棄損 116 582 

その他 315 245 

営業外費用合計 836 1,180 

経常利益又は経常損失（△） 9,694 △935 

特別利益   

補助金収入 － 203 

特別利益合計 － 203 

特別損失   

たな卸資産評価損 478 － 

固定資産譲渡損 139 － 

事業構造改善費用 － 1,360 

特別損失合計 617 1,360 

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（△）

9,077 △2,092 

法人税、住民税及び事業税 1,950 473 

過年度法人税等 － △938 

法人税等調整額 929 647 

法人税等合計 2,879 182 

少数株主利益 789 220 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,409 △2,494 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９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（△）

9,077 △2,092 

減価償却費 9,672 9,598 

減損損失 53 35 

のれん償却額 15 － 

固定資産廃棄損 116 582 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97 4 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △15 △68 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14 △11 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 △167 

受取利息及び受取配当金 △157 △92 

持分法による投資損益（△は益） △241 △71 

支払利息 352 256 

売上債権の増減額（△は増加） △82 △5,331 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,421 4,469 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,450 3,782 

その他 △83 1,485 

小計 19,697 12,379 

利息及び配当金の受取額 215 152 

利息の支払額 △308 △227 

法人税等の支払額 △3,054 △228 

法人税等の還付額 － 2,171 

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,550 14,247 

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 △12,620 △6,816 

有形固定資産の売却による収入 69 421 

投資有価証券の取得による支出 △266 △41 

投資有価証券の売却による収入 24 5 

その他 △479 216 

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,272 △6,215 

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） 1,937 △2,821 

長期借入れによる収入 － 1,700 

長期借入金の返済による支出 － △98 

社債の発行による収入 10,000 － 

配当金の支払額 △935 △519 

少数株主への配当金の支払額 △178 △103 

その他 342 △197 

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,166 △2,038 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,205 690 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,239 6,684 

現金及び現金同等物の期首残高 28,318 29,365 

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 41,931 36,049 



該当事項はありません。 

  

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月 1日 至 平成20年9月30日) 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30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) 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  127,497  28,198  155,695  -  155,695

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 5  2,437  2,442  △2,442  -

計  127,502  30,635  158,137  △2,442  155,695

営業利益  7,659  1,782  9,441  -  9,441

  
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  82,826  17,300  100,126 －  100,126

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9  1,383  1,392  △1,392  -

計  82,835  18,683  101,518  △1,392  100,126

営業利益又は営業損失(△)  153  △411  △258 -  △258



前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月 1日 至 平成20年9月30日) 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30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 

東  ア ジ ア…中国  

そ  の  他…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  所在地別セグメント区分の変更 

  前第2四半期連結累計期間において東アジアは「アジアその他」に含めておりましたが、当該地域の資産割

合が増加しており、当該セグメントの重要性が高まったことから、前連結会計年度末より、所在地別セグメ

ントにおける区分を、従来の「アジアその他」より「東アジア」と「その他」に分割して表示しておりま

す。 

   なお、前第2四半期連結累計期間において当第2四半期連結累計期間のセグメント区分によった場合の所在

地別セグメント情報は、次のとおりであります。 

前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月 1日 至 平成20年9月30日) 

〔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  102,663  30,073  22,959  155,695  -  155,695

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11,466  351  5,330  17,147  △17,147  -

計  114,129  30,424  28,289  172,842  △17,147  155,695

営業利益  4,720  1,629  3,077  9,426  15  9,441

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
東アジア 
(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) 

売上高              

(1)外部顧客に対する売上高  69,159  15,842  8,170  6,955  100,126  -  100,126

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7,704  183  2,233  176  10,296  △10,296  -

計  76,863  16,025  10,403  7,131  110,422  △10,296  100,126

営業利益又は営業損失(△)  △686  △611  521  338  △438  180  △258

  
日本 

(百万円) 
北米 

(百万円) 
東アジア 
(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) 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高  102,663  30,073  9,155  13,804  155,695  -  155,695

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 11,466  351  4,312  914  17,043  △17,043  -

計  114,129  30,424  13,467  14,718  172,738  △17,043  155,695

営業利益  4,720  1,629  978  2,099  9,426  15  9,441



前第2四半期連結累計期間(自 平成20年4月 1日 至 平成20年9月30日) 

  

当第2四半期連結累計期間(自 平成21年4月 1日 至 平成21年9月30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又は地域における売上高であります。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  30,812  25,348  56,160

Ⅱ 連結売上高(百万円)    155,695

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合(%) 
 19.8  16.3  36.1

  北米 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  16,262  16,157  32,419

Ⅱ 連結売上高(百万円)    100,126

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合(%) 
 16.2  16.1  32.4

(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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