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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 3,270 △32.8 36 △72.9 7 △94.0 △3 ―
21年3月期第2四半期 4,868 ― 135 ― 116 ― 131 ―

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 △0.44 ―
21年3月期第2四半期 17.60 ―

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2四半期 6,148 443 7.2 59.23
21年3月期 6,192 442 7.1 59.08

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  443百万円 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
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）
― 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  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

通期 6,500 △20.1 150 ― 80 ― 60 ― 8.01
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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 
・業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断した見通しであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記予想数値に関しましては、平成21年11月６日公表の「特別損失の発生および業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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2四半期 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2四半期  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2四半期 7,490,449株 21年3月期第2四半期 7,491,325株
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 当第２四半期連結累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、景気の悪化に底

打ちの兆しは見られるものの、雇用環境や企業業績は依然として厳しく、景気は先行き不透明な状況が続いておりま

す。当社グループの主要販売先である自動車業界におきましても、当第２四半期連結累計期間における国内の自動車

生産台数は前年同期比約34％の減少となりました。 

 このような環境の中、当第２四半期連結累計期間の売上高は3,270百万円（前年同期比32.8％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結果、営業利益36百万円（前年同期比72.9%減）、経常利益７

百万円（前年同期比94.0%減）、生産拠点の再構築に伴い固定資産除却損を10百万円計上した結果、四半期純損失は

３百万円（前年同期は131百万円の利益）となりました。 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は6,148百万円となり、前連結会計年度末に比べ44百万円減少いた

しました。主な要因は受取手形及び売掛金の増加165百万円、たな卸資産の減少71百万円、減価償却による固定資産

の減少129百万円によるものです。 

 負債合計は5,704百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円減少いたしました。主な要因は支払手形及び買

掛金の増加107百万円、未払金の増加105百万円、借入金の減少279百万円によるものです。 

 純資産合計は443百万円となり、前連結会計年度末に比べ1百万円増加し、自己資本比率は7.2％となりました。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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増加は306百万

円（前年同期は113百万円の減少）となりました。これは主に、たな卸資産の減少74百万円、減価償却費129百万円、

仕入債務の増加156百万円により増加した一方、税金等調整前四半期純損失3百万円や売上債権の増加164百万円によ

る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28百万円（前年同期は91百万円の減少）となりました。

これは主に有形固定資産の取得28百万円によるものであります。財務活動による資金の減少は281百万円（前年同期

は217百万円の増加）となりました。これは長期借入金の借入による収入300百万円、短期借入金の返済による支出

410百万円や長期借入金の返済による支出168百万円によるものであります。以上の結果、現金及び現金同等物の当第

２四半期連結会計期間末残高は79百万円となりました。 

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、第２四半期の業績動向をふまえ、平成21年５月14日に公表しました

連結業績予想を修正いたしました。なお、詳細は、平成21年11月６日に公表いたしました「特別損失の発生および業

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。  

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出しております。 

②棚卸資産の評価方法 

 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２四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 79,914 87,783

受取手形及び売掛金 915,406 749,559

商品及び製品 302,518 372,602

仕掛品 136,919 130,778

原材料及び貯蔵品 203,408 211,223

その他 28,153 40,362

貸倒引当金 △2,009 △1,699

流動資産合計 1,664,311 1,590,611

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 567,414 599,211

機械装置及び運搬具（純額） 449,197 500,205

工具、器具及び備品（純額） 98,355 116,441

土地 3,170,152 3,170,152

有形固定資産合計 4,285,120 4,386,010

無形固定資産 183,345 199,451

投資その他の資産   

投資有価証券 8,705 6,218

その他 7,023 10,280

投資その他の資産 15,728 16,498

固定資産合計 4,484,194 4,601,960

資産合計 6,148,506 6,192,571

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 721,661 613,711

短期借入金 1,654,434 2,065,362

1年内返済予定の長期借入金 743,450 662,200

未払法人税等 5,525 9,707

賞与引当金 65,402 55,515

未払金 199,931 94,788

その他 82,476 63,439

流動負債合計 3,472,882 3,564,725

固定負債   

長期借入金 757,950 707,800

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 351,220 329,681

役員退職慰労引当金 16,864 21,842

製品保証引当金 13,747 30,025

持分法適用に伴う負債 9,472 11,026

その他 4,581 6,757

固定負債合計 2,231,991 2,185,287

負債合計 5,704,873 5,750,013
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（単位：千円）

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) 

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 △2,053,749 △2,050,431

自己株式 △737 △737

株主資本合計 △1,167,987 △1,164,669

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 287 △607

土地再評価差額金 1,610,510 1,610,510

為替換算調整勘定 821 △2,674

評価・換算差額等合計 1,611,619 1,607,227

純資産合計 443,632 442,558

負債純資産合計 6,148,506 6,192,571
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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：千円）

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 4,868,263 3,270,390

売上原価 4,240,377 2,873,559

売上総利益 627,886 396,830

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 180,901 126,883

役員報酬 27,413 18,965

給料 90,158 74,126

貸倒引当金繰入額 － 310

賞与引当金繰入額 13,492 7,833

退職給付費用 21,838 6,214

役員退職慰労引当金繰入額 3,915 3,584

支払補償費 58,426 －

その他 96,351 122,187

販売費及び一般管理費合計 492,497 360,106

営業利益 135,389 36,724

営業外収益   

技術指導料 7,974 8,951

持分法による投資利益 2,067 1,553

スクラップ売却益 1,757 181

その他 1,375 4,719

営業外収益合計 13,174 15,405

営業外費用   

支払利息 19,430 29,902

為替差損 736 5,273

売上債権売却損 5,154 2,733

支払地代 5,906 5,906

その他 490 1,286

営業外費用合計 31,718 45,102

経常利益 116,845 7,026

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 1,722 10,359

特別損失合計 1,722 10,359

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（△）

130,070 △3,332

法人税等 △1,749 △14

四半期純利益又は四半期純損失（△） 131,820 △3,317
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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）

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（△）

130,070 △3,332

減価償却費 132,593 129,646

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,697 21,539

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △16,278

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,915 △4,977

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,693 9,887

貸倒引当金の増減額（△は減少） 149 310

受取利息及び受取配当金 △206 △342

支払利息 19,430 29,902

為替差損益（△は益） 533 5,467

受取保険金 △14,946 －

有形固定資産除却損 1,722 10,359

持分法による投資損益（△は益） △2,067 △1,553

売上債権の増減額（△は増加） △54,543 △164,292

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,158 74,855

仕入債務の増減額（△は減少） △72,802 156,789

製品保証未払金の増減額（△は減少） △200,000 －

その他 △29,122 89,483

小計 △94,438 337,465

利息及び配当金の受取額 206 342

利息の支払額 △17,504 △31,152

法人税等の支払額 △16,876 △626

保険金の受取額 14,946 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △113,666 306,028

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 △91,243 △28,873

投資有価証券の取得による支出 △1,431 △1,398

長期貸付金の回収による収入 1,172 922

その他 102 948

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,399 △28,401

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） 447,941 △410,927

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △230,180 △168,600

リース債務の返済による支出 － △2,368

財務活動によるキャッシュ・フロー 217,761 △281,896

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,532 △3,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,162 △7,868

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 43,166 79,914
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 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）及び当第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） 

 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）及び当第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） 

 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）及び当第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） 

 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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