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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第１四半期 16,986 27.0 1,273 ― 1,379 ― 854 ―

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

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 1,412百万円(251.2％) 24年３月期第１四半期 402百万円(△50.2％)

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

25年３月期第１四半期 43 62 ―

24年３月期第１四半期 2 72 2 72

（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 ％

25年３月期第１四半期 74,109 44,067 57.2

24年３期 71,771 42,924 57.8

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 42,406百万円 24年３月期 41,514百万円

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

24年３月期 ― 10 00 ― 10 00 20 00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 10 00 ― 10 00 20 00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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) 33,000 14.8 1,800 229.0 1,800 172.3 850 145.5 43 41

通期 66,000 9.3 4,000 32.2 4,150 32.1 2,200 32.9 112 36

99006
財務会計基準機構　短信用



  

 

 
（注）当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区分するこ

とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事

項」をご覧ください。 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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

条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年３月期１Ｑ 19,995,387株 24年３月期 19,995,387株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 416,180株 24年３月期 416,147株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 19,579,252株 24年３月期１Ｑ 19,574,416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、東日本大震災の復興需要から国

内需要が堅調に推移し、緩やかに回復方向に向かいつつあるものの、欧州債務問題や中国経済の減速な

ど、世界経済が減退傾向であることに加え、円高の長期化など、先行き不透明な状況で推移いたしまし

た。 

自動車部品業界におきましては、国内自動車メーカーによる生産体制の回復やエコカー補助金による

自動車販売の伸びなどもあり、前年同期を上回って推移いたしました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は169億86百万円（前年同期比27.0％増）とな

りました。利益につきましても、西川ゴムグループ総コスト低減活動を継続した結果、営業利益は12億

73百万円（前年同期は営業損失11百万円）、経常利益は13億79百万円（前年同期は86百万円）、四半期

純利益は8億54百万円（前年同期は53百万円）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復興需要やエコカー補助金の効果などにより堅調に推移したことから、売上高

は159億50百万円（前年同期比29.8％増）となりました。利益につきましても、売上高の増加やコスト

低減などにより、営業利益は11億48百万円（前年同期は営業損失88百万円）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はほぼ横ばいとなり、売上高は10億36百万

円（前年同期比4.9％減）となりましたが、コスト低減活動が功を奏したことにより、営業利益は1億24

百万円（前年同期比62.2％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23億38百万円増加し741億9

百万円となりました。主な増加は現金及び預金などであり、主な減少は投資有価証券などであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ11億95百万円増加し300億42百万円となりました。主な増加は長期借

入金および未払費用などであり、主な減少は短期借入金などであります。また、純資産は前連結会計年

度末に比べ11億42百万円増加し440億67百万円となりました。主な増加は為替換算調整勘定などであ

り、主な減少は評価差額金などであります。 

  

連結業績予想につきましては、前回公表（平成24年５月10日）しました業績予想に変更はありませ

ん。 

  

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。  

  

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４

月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

この変更による当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,700 19,159

受取手形及び売掛金 14,045 14,244

有価証券 500 500

製品 1,843 1,793

仕掛品 802 733

原材料及び貯蔵品 1,864 2,022

繰延税金資産 539 383

その他 994 1,484

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 38,286 40,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,449 6,505

機械装置及び運搬具（純額） 7,115 7,067

その他（純額） 5,754 6,262

有形固定資産合計 19,319 19,835

無形固定資産   

のれん 1,759 1,649

その他 659 674

無形固定資産合計 2,419 2,323

投資その他の資産   

投資有価証券 10,767 10,461

繰延税金資産 331 517

その他 652 659

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 11,746 11,633

固定資産合計 33,485 33,791

資産合計 71,771 74,109
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,581 7,911

短期借入金 7,729 6,742

未払法人税等 350 114

賞与引当金 873 455

製品保証引当金 33 38

その他 3,395 4,648

流動負債合計 19,964 19,911

固定負債   

長期借入金 5,895 7,080

繰延税金負債 397 573

退職給付引当金 1,716 1,624

役員退職慰労引当金 454 443

資産除去債務 375 372

負ののれん 31 26

その他 12 10

固定負債合計 8,882 10,131

負債合計 28,847 30,042

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 36,656 37,241

自己株式 △422 △422

株主資本合計 43,259 43,844

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,034 689

為替換算調整勘定 △2,779 △2,127

その他の包括利益累計額合計 △1,745 △1,438

少数株主持分 1,409 1,661

純資産合計 42,924 44,067

負債純資産合計 71,771 74,109
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（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 13,375 16,986

売上原価 11,645 13,686

売上総利益 1,730 3,300

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 520 651

給料及び手当 383 392

その他 837 982

販売費及び一般管理費合計 1,741 2,026

営業利益又は営業損失（△） △11 1,273

営業外収益   

受取利息 5 3

受取配当金 41 39

負ののれん償却額 5 5

持分法による投資利益 88 150

その他 52 29

営業外収益合計 194 229

営業外費用   

支払利息 51 37

固定資産除却損 30 22

その他 14 63

営業外費用合計 96 123

経常利益 86 1,379

特別利益   

固定資産売却益 5 －

特別利益合計 5 －

特別損失   

固定資産除却損 － 8

投資有価証券売却損 20 －

特別損失合計 20 8

税金等調整前四半期純利益 71 1,370

法人税、住民税及び事業税 95 100

法人税等調整額 △184 267

法人税等合計 △88 368

少数株主損益調整前四半期純利益 160 1,002

少数株主利益 106 148

四半期純利益 53 854
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 160 1,002

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47 △328

為替換算調整勘定 283 804

持分法適用会社に対する持分相当額 6 △65

その他の包括利益合計 242 410

四半期包括利益 402 1,412

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 336 1,160

少数株主に係る四半期包括利益 65 251
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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23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日) 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

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 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

(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 15,950 1,036 16,986 ─ 16,986

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 15,950 1,036 16,986 ─ 16,986

セグメント利益(注) 1,148 124 1,273 ─ 1,273

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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