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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）

（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 ％

24年３月期第１四半期 13,375 4.1 △11 ― 86 △94.3 53 △94.6

23年３月期第１四半期 12,843 38.9 1,130 ― 1,504 ― 984 ―

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 402百万円(△50.2％) 23年３月期第１四半期 808百万円(―％)

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

24年３月期第１四半期 2 .72 2 .72

23年３月期第１四半期 50 .27 50 .24

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 70,379 41,888 57.5

23年３月期 71,835 42,077 56.1

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 40,446百万円  23年３月期 40,302百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

23年３月期 ― 10 .00 ― 10 .00 20 .00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 10 .00 ― 10 .00 20 .00

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 27,800 5.4 500 △79.6 600 △80.8 300 △86.0 15 .32

通期 62,400 20.0 3,800 △20.4 4,000 △26.7 2,400 △37.3 122 .58

99006
財務会計基準機構　短信用



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了しており

ます。 

  

・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。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 19,995,387株 23年３月期 19,995,387株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 417,058株 23年３月期 420,988株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 19,574,416株 23年３月期１Ｑ 19,575,491株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、アジア新興国を中心に経済成長

が続いているものの、欧米諸国においては金融不安等により回復基調の鈍化が見られるなど、依然とし

て厳しい状況が続いております。  

また、国内においては東日本大震災による甚大な影響を受けたことに加え、電力供給不安、円高の継

続、原材料価格の上昇などにより先行き不透明な状況が続きました。  

自動車部品業界におきましては、自動車の生産が震災の影響により５月後半まで大幅に落ち込んだこ

とにより前年同期を下回って推移いたしました。  

このような状況下におきまして、当社グループは前期にニシカワ・クーパーLLCを連結子会社化する

など、グローバルマーケットでの拡販強化を推進してまいりました。  

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は133億75百万円（前年同期比4.1％増）となり

ました。利益につきましては、西川ゴムグループ総コスト低減活動を継続したものの、震災による操業

度低下および原材料価格の上昇などにより、営業損失は11百万円（前年同期は営業利益11億30百万

円）、経常利益は86百万円（前年同期比94.3％減）、四半期純利益は53百万円（前年同期比94.6％減）

となりました。  

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（自動車用部品） 

自動車の生産が震災の影響により５月後半まで大幅に落ち込んだことが影響しましたが、前期にニシ

カワ・クーパーLLCを連結子会社化したことにより、売上高は122億85百万円（前期同期比2.5％増）と

なりました。利益につきましては、震災による操業度低下および原材料価格の上昇などにより、営業損

失は88百万円（前年同期は営業利益10億83百万円）となりました。  

  

（一般産業資材） 

住宅メーカー向けおよび土木関連製品などの一般産業資材の大きな需要増加となった結果、売上高は

10億90百万円（前年同期比26.4％増）となり、営業利益は76百万円（前年同期比61.6％増）となりまし

た。  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ14億55百万円減少し703億

79百万円となりました。主な増加は受取手形及び売掛金および原材料及び貯蔵品などであり、主な減少

は現金及び預金などであります。負債は、前連結会計年度末に比べ12億65百万円減少し284億91百万円

となりました。主な増加は短期借入金などであり、主な減少は未払法人税等などであります。また、純

資産は前連結会計年度末に比べ１億89百万円減少し418億88百万円となりました。主な増加は為替換算

調整勘定などであり、主な減少は少数株主持分などであります。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、東日本大震災の影響により合理的な算定が困難だったこ

とから未定としておりましたが、本四半期決算発表日現在において入手可能な情報に基づき、業績予想

を算定しております。詳細は、本日公表しました「業績予想および配当予想に関するお知らせ」を参照

ください。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,014 17,132

受取手形及び売掛金 11,561 11,822

有価証券 500 500

製品 1,835 1,897

仕掛品 764 902

原材料及び貯蔵品 1,351 1,577

繰延税金資産 633 467

その他 1,841 1,427

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 37,500 35,725

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,782 6,830

機械装置及び運搬具（純額） 7,577 7,683

その他（純額） 5,767 5,733

有形固定資産合計 20,128 20,246

無形固定資産

のれん 2,199 2,089

その他 700 672

無形固定資産合計 2,899 2,762

投資その他の資産

投資有価証券 10,101 10,082

繰延税金資産 581 947

その他 628 620

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 11,307 11,645

固定資産合計 34,334 34,654

資産合計 71,835 70,379
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,039 6,711

短期借入金 12,588 12,856

未払法人税等 652 39

賞与引当金 939 500

製品保証引当金 42 29

その他 4,098 4,273

流動負債合計 25,362 24,411

固定負債

長期借入金 1,057 792

退職給付引当金 2,086 2,000

役員退職慰労引当金 420 424

資産除去債務 368 370

負ののれん 53 48

その他 408 444

固定負債合計 4,395 4,080

負債合計 29,757 28,491

純資産の部

株主資本

資本金 3,364 3,364

資本剰余金 3,660 3,660

利益剰余金 35,392 35,250

自己株式 △427 △423

株主資本合計 41,990 41,851

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 942 906

為替換算調整勘定 △2,630 △2,312

その他の包括利益累計額合計 △1,688 △1,405

新株予約権 5 0

少数株主持分 1,769 1,440

純資産合計 42,077 41,888

負債純資産合計 71,835 70,379

西川ゴム工業㈱　（5161）　平成24年３月期第１四半期決算短信

－5－



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

  第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 12,843 13,375

売上原価 10,100 11,645

売上総利益 2,742 1,730

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 642 520

給料及び手当 284 383

その他 684 837

販売費及び一般管理費合計 1,611 1,741

営業利益又は営業損失（△） 1,130 △11

営業外収益

受取利息 4 5

受取配当金 34 41

負ののれん償却額 5 5

持分法による投資利益 420 88

その他 33 52

営業外収益合計 498 194

営業外費用

支払利息 47 51

固定資産除却損 24 30

その他 52 14

営業外費用合計 124 96

経常利益 1,504 86

特別利益

固定資産売却益 － 5

貸倒引当金戻入額 4 －

特別利益合計 4 5

特別損失

投資有価証券売却損 － 20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 252 －

特別損失合計 252 20

税金等調整前四半期純利益 1,255 71

法人税、住民税及び事業税 140 95

法人税等調整額 127 △184

法人税等合計 268 △88

少数株主損益調整前四半期純利益 987 160

少数株主利益 3 106

四半期純利益 984 53
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 987 160

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △386 △47

為替換算調整勘定 212 283

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 6

その他の包括利益合計 △179 242

四半期包括利益 808 402

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 801 336

少数株主に係る四半期包括利益 6 65
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当第１四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注)セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（セグメント情報）

(単位：百万円)

自動車用部品 一般産業資材 計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

売上高

 外部顧客への売上高 11,980 863 12,843 ─ 12,843

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 11,980 863 12,843 ─ 12,843

セグメント利益(注) 1,083 47 1,130 ─ 1,130

(単位：百万円)

自動車用部品 一般産業資材 計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

売上高

 外部顧客への売上高 12,285 1,090 13,375 ─ 13,375

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 12,285 1,090 13,375 ─ 13,375

セグメント利益 
又は損失（△）(注)

△88 76 △11 ─ △11

（５）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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該当事項はありません。 

  

（会計上の訂正及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)および、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月

４日)を適用しております。 

  

（６）重要な後発事象

（７）その他の注記事項

（追加情報）
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