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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 129,609 △25.0 △1,300 ― △1,232 ― △1,976 ―

21年3月期第2四半期 172,820 ― 1,177 ― 274 ― △2,214 ―

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 △8.48 ―

21年3月期第2四半期 △10.59 ―

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 302,379 78,528 25.3 302.93
21年3月期 304,769 71,355 22.9 304.30

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  76,506百万円 21年3月期  69,685百万円

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  

    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

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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 282,000 △14.1 5,000 ― 4,700 ― 1,000 ― 4.11
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(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．上記の業績予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、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、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。 
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。 

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 252,850,609株 21年3月期  229,284,712株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  294,477株 21年3月期  284,724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 233,080,402株 21年3月期第2四半期 209,006,658株
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【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 
  

当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経営環境は、昨年秋以降続く世界規模の

景気後退については各国の景気対策の効果もあり 悪期を脱しつつある傾向にありますが、企業業績の

低迷による雇用情勢の悪化や個人消費の伸び悩み、また主要顧客である自動車業界が本格的な回復に至

っていない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、当社グループは早期の業績回復を目指し、 適な生産体制及び人員体制の構

築、コストダウン活動の継続・強化、有利子負債の削減などの取り組みを行い収益改善に努めました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は 1,296 億９百万円（前年同期比 432 億 11 百万円減、

25.0％減）、営業損失は 13 億円（前年同期は 11 億 77 百万円の利益）、経常損失は 12 億 32 百万円（前年

同期は２億 74 百万円の利益）、四半期純損失は 19 億 76 百万円（前年同期は 22 億 14 百万円の損失）と

なりました。 

 

  事業の種類別のセグメントの状況は次のとおりであります。 

〔タイヤ事業〕 

売上高は 960 億１百万円（前年同期比 265 億 10 百万円減、21.6％減）で、全売上高の 74.0％を占めて

おり、営業損失は 12 億 35 百万円（前年同期は 11 億 31 百万円の利益）となりました。 

（国内新車用タイヤ） 

エコカー減税などの支援策の効果もあり国内自動車生産台数が回復する傾向にある中、当社品装着車

種の販売が好調に推移し売上が増加しましたが、第１四半期の落ち込みが大きかったこともあり、販売

量・売上高ともに前年同期を下回りました。 

（国内市販用タイヤ） 

トラック・バス用タイヤは昨年秋からの急激な需要減退の影響を受けましたが、乗用車用タイヤにつ

いては、市場全体は回復傾向にあるとは言え前年を下回る中、拡販活動を強化したことにより、国内市

販用タイヤ全体では販売量・売上高ともに前年同期並みとなりました。 

（海外市販用タイヤ） 

中国市場、中南米市場など販売が好調に推移している地域もありましたが、重要市場と位置付ける北

米市場や欧州市場での需要の回復が遅れているため、海外市場全体の販売量・売上高はともに前年同期

を大幅に下回りました。 

 

〔ダイバーテック他事業〕 

  売上高は 336 億７百万円（前年同期比 167 億１百万円減、33.2％減）で、全売上高の 26.0％を占めて

おり、営業損失は 47 百万円（前年同期は 51 百万円の利益）となりました。 

（輸送機器分野） 

国内自動車生産台数は徐々に増加傾向にありますが、本格的に回復するまでには至っていないため、

自動車用防振ゴム及び自動車用シートクッションとも、売上高は前年同期を大幅に下回りました。鉄道

車両用空気バネは引き続き、堅調な受注に支えられ、売上高は前年同期を大幅に上回りました。 

（産業・建築資材分野） 

標準防振ゴム、ホース群、引布商品群の産業資材の売上高は、昨年秋以降の景気後退による設備投資

の抑制の影響を大きく受け受注が低迷したため、前年同期を大幅に下回りました。建築免震ゴムは物件

の凍結、延期の影響もあり、前年同期を大幅に下回りました。 

（断熱・防水資材分野） 

断熱分野の売上高は、マンションの着工件数が大幅に減少した影響もあり、前年同期を下回りました。

防水分野の売上高は拡販活動の強化により、前年同期並みとなりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 
 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は 3,023 億 79 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 23 億 89

百万円減少しました。これは、主として、製品等の棚卸資産の減少により流動資産が減少したことによ

ります。 

また、負債は、2,238 億 51 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 95 億 61 百万円減少しました。こ

れは、主として、短期借入金や未払金等の減少により流動負債が減少したことによります。なお、有利

子負債は、1,359 億 41 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 21 億 72 百万円減少しました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は 785 億 28 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 71 億 72 百

万円増加しました。これは主として、新株予約権付社債の株式転換により資本金及び資本剰余金が増加

したこと、また、為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金が増加したことによります。この結

果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて 2.4％増加し、25.3％となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 

通期の業績予想につきましては、主として、原材料価格が期初の想定と比べ上昇基調にあるため、営

業利益、経常利益及び当期純利益が、前回発表時（平成 21 年５月 11 日）の予想を下回る見込みとなり

ました。業績予想の修正に関しては、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。なお、下期の為替レートは、１US ドル＝90 円、１ユーロ＝130 円を想定しております。 

 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

 (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２四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定してお

ります。 

  ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

     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。 

③ 税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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 19,877 18,818

受取手形及び売掛金 55,866 49,735

商品及び製品 34,391 38,131

仕掛品 2,479 2,784

原材料及び貯蔵品 6,900 8,316

その他 15,123 19,341

貸倒引当金 △309 △370

流動資産合計 134,330 136,757

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,515 34,718

機械装置及び運搬具（純額） 43,081 45,535

その他（純額） 39,367 38,364

有形固定資産合計 116,964 118,618

無形固定資産   

のれん 412 467

その他 2,205 2,373

無形固定資産合計 2,617 2,840

投資その他の資産   

投資有価証券 31,529 29,727

その他 17,489 17,373

貸倒引当金 △551 △547

投資その他の資産合計 48,466 46,552

固定資産合計 168,049 168,011

資産合計 302,379 304,769
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（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 46,250 48,458

短期借入金 60,133 63,951

1年内償還予定の社債 3,000 5,000

未払法人税等 1,338 1,098

未払金 9,826 11,686

製品補償引当金 610 870

その他の引当金 54 －

その他 12,252 11,859

流動負債合計 133,467 142,924

固定負債   

社債 20,000 23,000

新株予約権付社債 300 －

長期借入金 51,097 44,682

退職給付引当金 13,159 14,108

その他の引当金 251 280

その他 5,574 8,417

固定負債合計 90,383 90,488

負債合計 223,851 233,413

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,334 27,984

資本剰余金 28,357 26,007

利益剰余金 16,337 18,236

自己株式 △102 △100

株主資本合計 74,926 72,127

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,153 4,518

繰延ヘッジ損益 207 △236

為替換算調整勘定 △4,779 △6,725

評価・換算差額等合計 1,580 △2,442

少数株主持分 2,021 1,670

純資産合計 78,528 71,355

負債純資産合計 302,379 304,769
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(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 172,820 129,609

売上原価 130,340 98,622

売上総利益 42,480 30,987

販売費及び一般管理費 41,303 32,287

営業利益又は営業損失（△） 1,177 △1,300

営業外収益   

受取利息 61 38

受取配当金 462 378

持分法による投資利益 792 1,660

その他 562 412

営業外収益合計 1,878 2,490

営業外費用   

支払利息 1,630 1,237

その他 1,151 1,184

営業外費用合計 2,781 2,422

経常利益又は経常損失（△） 274 △1,232

特別利益   

固定資産売却益 223 －

投資有価証券売却益 669 1,219

特別利益合計 892 1,219

特別損失   

固定資産除却損 505 239

構造改革費用 － 415

投資有価証券評価損 134 －

製品補償引当金繰入額 570 －

たな卸資産評価損 1,001 －

退職給付費用 1,237 －

訴訟関連損失 126 －

特別損失合計 3,576 654

税金等調整前四半期純損失（△） △2,409 △667

法人税等 △167 944

過年度法人税等 － 235

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27 128

四半期純損失（△） △2,214 △1,976
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(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損失（△） △2,409 △667

減価償却費 9,720 9,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） 995 △998

製品補償引当金の増減額（△は減少） △1,014 △260

受取利息及び受取配当金 △523 △417

支払利息 1,630 1,237

為替差損益（△は益） 77 678

持分法による投資損益（△は益） △792 △1,660

固定資産除却損 505 239

固定資産売却損益（△は益） △223 －

投資有価証券評価損益（△は益） 134 －

投資有価証券売却損益（△は益） △669 △1,219

売上債権の増減額（△は増加） △6,578 △4,369

売上債権流動化に係る預け金の増減額(△は増加) 10,580 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,357 7,150

仕入債務の増減額（△は減少） △9,268 △3,690

その他 △2,312 1,605

小計 △8,504 6,989

利息及び配当金の受取額 947 2,157

利息の支払額 △1,496 △1,364

法人税等の支払額 △1,840 △848

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,894 6,933

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 △11,722 △7,692

有形固定資産の売却による収入 1,028 19

無形固定資産の取得による支出 △288 △138

投資有価証券の取得による支出 △321 △207

投資有価証券の売却及び償還による収入 938 2,438

投資有価証券の払戻しによる収入 1,288 －

その他 △124 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,202 △5,558
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（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) 

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） 7,266 △6,045

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,000 －

長期借入れによる収入 15,847 8,000

長期借入金の返済による支出 △4,282 △2,174

社債の発行による収入 9,950 －

新株予約権付社債の発行による収入 － 4,990

社債の償還による支出 △5,000 △5,000

配当金の支払額 △1,881 －

少数株主への配当金の支払額 △49 △42

その他 △103 △169

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,747 △441

現金及び現金同等物に係る換算差額 △236 125

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △584 1,058

現金及び現金同等物の期首残高 10,733 18,815

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,148 19,874
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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。 

 

 

(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

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) 
 

 
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) 

売上高  

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

122,511 50,309 172,820 ― 172,820

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

21 82 104 (104) ―

計 122,533 50,391 172,925 (104) 172,820

営業利益 1,131 51 1,182 (5) 1,177

 

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) 
 

 
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) 

売上高  

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

96,001 33,607 129,609 ― 129,609

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

8 111 120 (120) ―

計 96,010 33,719 129,729 (120) 129,609

営業損失(△) △1,235 △47 △1,283 (17) △1,300

(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 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、不動産業ほか 

※なお、前連結会計年度において、事業区分「ダイバーテック他」に記載しておりました「家具・ 

インテリア用軟質ウレタン」及び「保険代理業」は連結範囲の変更等により、主要製品から除いて 

おります。 
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〔所在地別セグメント情報〕 

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) 
 

 
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) 

売上高  

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

93,605 52,391 26,824 172,820 ― 172,820

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

40,559 ― 13 40,572 (40,572) ―

計 134,164 52,391 26,837 213,393 (40,572) 172,820

営業利益(又は営業損失△) △1,839 1,674 943 777 399 1,177

  

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) 
 

 
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) 

売上高  

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

71,250 39,741 18,617 129,609 ― 129,609

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

29,423 ― 6 29,429 (29,429) ―

計 100,674 39,741 18,623 159,038 (29,429) 129,609

営業利益(又は営業損失△) △1,374 331 524 △518 (782) △1,300

 (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 

 

〔海外売上高〕 

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) 
 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 52,391 18,552 25,197 96,140

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 172,820

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

30.3 10.7 14.6 55.6

  

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) 
 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 39,741 10,678 17,913 68,333

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 129,609

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合(％)
30.7 8.2 13.8 52.7
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(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。 

 

 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結会計期間において、当社第４回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換

（行使）により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ 2,350 百万円増加し、当第２四半期連結会

計期間末において資本金が 30,334 百万円、資本剰余金が 28,357 百万円となっております。 
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