
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 
 
  

 
  

   

 
 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

  

平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成24年11月９日

上 場 会 社 名 西川ゴム工業株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 5161 URL http://www.nishikawa-rbr.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)西川 正洋
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名)福岡 美朝 TEL(082)237-9371

四半期報告書提出予定日 平成24年11月12日 配当支払開始予定日 平成24年12月７日

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９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２四半期 33,951 21.8 2,855 422.0 2,907 339.9 1,648 376.1

24年３月期第２四半期 27,873 5.7 547 △77.7 660 △78.9 346 △83.8

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 1,504百万円(―) 24年３月期第２四半期 90百万円(△92.9％)

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２四半期 84 .20 ―

24年３月期第２四半期 17 .69 ―

（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２四半期 73,644 44,159 57.7

24年３月期 71,771 42,924 57.8

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 42,491百万円 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 ― 11 .00

25年３月期(予想) ― 10 .00 21 .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、対前期増減率)

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

通期 66,700 10.5 5,600 85.1 5,850 86.3 3,500 111.4 178 .76

99006
財務会計基準機構　短信用



  

 

 
（注）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 (  )          、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 ： 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２Ｑ 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２Ｑ 416,219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２Ｑ 19,579,215株 24年３月期２Ｑ 19,576,675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環境は、東日本大震災からの復興需要と

エコカー補助金などの政策効果に支えられ緩やかに回復しつつあったものの、欧州債務問題や新興国の

景気減速を背景とした海外経済の下ぶれや、長期化する円高などにより、足踏み状態となっています。

このような経済環境のもと、当社グループはインドネシア共和国における自動車市場の拡大に伴い、

主要な顧客のニーズに応えるため、現地生産基盤を確立することを決定しました。このインドネシア共

和国内に設立の現地法人を足がかりに、自動車用ゴム・樹脂製品を中心にアセアン地域への対応強化と

製品拡販により、事業の安定を図ってまいります。 

自動車部品業界におきましては、エコカー補助金再開に伴う自動車販売の好調もあり堅調に推移した

結果、前年同期を上回って推移いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は339億51百万円（前年同期比21.8％増）とな

りました。利益につきましても、売上高の増加および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28億55百万円（前年同期比422.0％増）、経常利益は29億７百万円（前年同期比339.9％

増）、四半期純利益は16億48百万円（前年同期比376.1％増）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318億12百万円（前年同期比24.4％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

低減活動などにより、営業利益は25億63百万円（前年同期比756.6％増）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においては震災の復興需要等があったもの

の、回復はやや鈍化する傾向にあり、売上高は21億38百万円（前年同期比7.0％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2億92百万円（前年同期比17.9％増）となりまし

た。 

  

当第２四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18億72百万円増加し736億

44百万円となりました。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６億37百万円増加し294億84百万円となりました。主な増加は長

期借入金などであり、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

12億35百万円増加し441億59百万円となりました。主な増加は利益剰余金などであり、主な減少は評価

差額金などであります。 

  

業績予想につきましては、 新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「平

成25年３月期第２四半期業績予想と実績との差異、通期業績予想の修正および剰余金の配当に関するお知

らせ」をご参照ください。 

  

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。 

  

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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２四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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,700 19,126

受取手形及び売掛金 14,045 13,797

有価証券 500 500

製品 1,843 1,832

仕掛品 802 787

原材料及び貯蔵品 1,864 2,198

繰延税金資産 539 596

その他 994 1,311

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 38,286 40,147

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,449 6,391

機械装置及び運搬具（純額） 7,115 6,979

その他（純額） 5,754 6,698

有形固定資産合計 19,319 20,069

無形固定資産   

のれん 1,759 1,539

その他 659 656

無形固定資産合計 2,419 2,195

投資その他の資産   

投資有価証券 10,767 9,934

繰延税金資産 331 629

その他 652 672

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 11,746 11,231

固定資産合計 33,485 33,496

資産合計 71,771 73,644
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,581 7,708

短期借入金 7,729 5,399

未払法人税等 350 610

賞与引当金 873 911

製品保証引当金 33 36

その他 3,395 3,749

流動負債合計 19,964 18,416

固定負債   

長期借入金 5,895 8,029

繰延税金負債 397 653

退職給付引当金 1,716 1,526

役員退職慰労引当金 454 456

資産除去債務 375 374

その他 44 29

固定負債合計 8,882 11,068

負債合計 28,847 29,484

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 38,109

自己株式 △422 △422

株主資本合計 43,259 44,712

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,034 458

為替換算調整勘定 △2,779 △2,679

その他の包括利益累計額合計 △1,745 △2,221

少数株主持分 1,409 1,668

純資産合計 42,924 44,159

負債純資産合計 71,771 73,644
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 27,873 33,951

売上原価 23,553 27,060

売上総利益 4,319 6,890

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,248 1,412

給料及び手当 771 817

その他 1,753 1,804

販売費及び一般管理費合計 3,772 4,034

営業利益 547 2,855

営業外収益   

受取利息 9 10

受取配当金 71 82

持分法による投資利益 78 76

その他 219 84

営業外収益合計 378 253

営業外費用   

支払利息 101 75

固定資産除却損 53 43

為替差損 81 31

その他 28 50

営業外費用合計 265 201

経常利益 660 2,907

特別利益   

固定資産売却益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失   

固定資産除却損 7 11

固定資産売却損 6 －

投資有価証券売却損 20 0

投資有価証券評価損 － 43

特別損失合計 33 54

税金等調整前四半期純利益 633 2,852

法人税、住民税及び事業税 211 718

法人税等調整額 △23 181

法人税等合計 187 899

少数株主損益調整前四半期純利益 446 1,953

少数株主利益 99 305

四半期純利益 346 1,648
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 446 1,953

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △298 △592

為替換算調整勘定 △22 157

持分法適用会社に対する持分相当額 △34 △14

その他の包括利益合計 △355 △449

四半期包括利益 90 1,504

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 82 1,172

少数株主に係る四半期包括利益 7 331
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 633 2,852

減価償却費 1,876 1,722

のれん償却額 219 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △183 △189

受取利息及び受取配当金 △80 △92

支払利息 101 75

為替差損益（△は益） 86 15

持分法による投資損益（△は益） △78 △76

固定資産除却損 60 54

固定資産売却損益（△は益） 6 △0

投資有価証券売却損益（△は益） 20 0

投資有価証券評価損益（△は益） － 43

売上債権の増減額（△は増加） △963 248

たな卸資産の増減額（△は増加） △479 △308

仕入債務の増減額（△は減少） 157 123

その他 △828 △94

小計 547 4,593

利息及び配当金の受取額 110 115

利息の支払額 △100 △69

災害損失の支払額 △89 －

法人税等の支払額 △807 △504

営業活動によるキャッシュ・フロー △339 4,135

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10 △2,010

定期預金の払戻による収入 874 2,010

有形固定資産の取得による支出 △1,669 △2,074

有形固定資産の売却による収入 50 3

無形固定資産の取得による支出 △39 △38

投資有価証券の取得による支出 △14 △83

投資有価証券の売却による収入 31 1

関係会社株式の売却による収入 857 －

貸付けによる支出 △5 △4

貸付金の回収による収入 2 3

その他 15 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー 92 △2,222
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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） △132 △2,218

長期借入れによる収入 － 2,396

長期借入金の返済による支出 － △380

配当金の支払額 △195 △195

少数株主への配当金の支払額 △426 △73

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △755 △471

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,085 1,426

現金及び現金同等物の期首残高 11,745 11,430

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,659 12,856
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 25,574 2,298 27,873 ─ 27,873

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 25,574 2,298 27,873 ─ 27,873

セグメント利益(注) 299 247 547 ─ 547

(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 31,812 2,138 33,951 ─ 33,951

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 31,812 2,138 33,951 ─ 33,951

セグメント利益(注) 2,563 292 2,855 ─ 2,855
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、新規設立に伴い、ニシカワ・マネジメント・サービス S.A.de 

C.V.を連結の範囲に含めております。 

また株式会社西川リビングにつきましては、清算結了したため、連結の範囲から除外しております。

  

当社は、平成24年10月15日開催の取締役会において、インドネシア共和国のPT.KARYA PUTRA 

SANGKURIANG社と合弁でPT.NISHIKAWA KARYA INDONESIAの設立を決議いたしました。 

  

 
  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更

（連結の範囲の重要な変更）

（８）重要な後発事象

① 合弁会社設立の目的 インドネシア共和国における自動車市場の拡大に伴い、主要な顧客の
ニーズに応えるため、インドネシア共和国における現地生産基盤を確
立することが必要であると判断したためであります。

② 名称 PT.NISHIKAWA KARYA INDONESIA

③ 代表者 未定

④ 所在地 インドネシア共和国西ジャワ州スメダン県

⑤ 設立の時期 平成24年12月（予定）

⑥ 事業内容 自動車用ゴム・樹脂製品の製造加工および販売

⑦ 決算日 12月31日

⑧ 資本金 US$ 16,000,000

⑨ 出資比率 西川ゴム工業株式会社 80％
PT.KARYA PUTRA SANGKURIANG 20％
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