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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 3,254 5.4 268 6.9 447 49.1 316 62.0
25年3月期第3四半期 3,087 6.0 251 294.9 300 280.5 195 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 441百万円 （60.6％） 25年3月期第3四半期 274百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 29.12 ―
25年3月期第3四半期 17.97 ―

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

26年3月期第3四半期 7,549 3,398 42.2 292.76
25年3月期 6,483 3,066 44.2 263.76
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,183百万円 25年3月期 2,868百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

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

25年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 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 4,200 4.4 300 △1.0 350 △23.6 210 △30.9 19.31



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。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、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 10,937,449 株 25年3月期 10,937,449 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 64,655 株 25年3月期 63,600 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 10,873,521 株 25年3月期3Q 10,875,832 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、輸入原料の価格上昇や電気料金の値上げ等の下振れ懸念がある一方

で、政府の経済・金融政策を背景とした、円安・株高などにより輸出環境や企業収益の改善が見られました。 

世界経済は、米国では量的金融緩和を縮小する動きや欧州では債務問題の長期化による経済の低迷、また中国等の

新興国経済の成長鈍化などにより、全体としては低調な状況が続きました。  

 このような環境のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は32億54百万円（前年同四半期比5.4％増）、営業

利益は2億68百万円（前年同四半期比6.9％増）、経常利益は為替差益1億34百万円を計上し4億47百万円（前年同四

半期比49.1％増）、四半期純利益は3億16百万円（前年同四半期比62.0％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。 

① ヘルスケア事業 

 ヘルスケア事業は、国内においてポリウレタン製コンドームが堅調に推移し、サガミオリジナルゼロゼロワン

を東京都内にてテスト販売を開始したことや円安による輸出販売金額の増加などにより、売上高は21億32百万円

（前年同四半期比9.1％増）、営業利益は5億33百万円（前年同四半期比30.6％増）となりました。 

② プラスチック製品事業 

 プラスチック製品事業は、さらなる原価削減や付加価値品の開発を進めましたが、原油価格や円安に伴う原材

料価格上昇分の転嫁が遅れたことなどにより、売上高は9億46百万円（前年同四半期比0.9％減）、営業損失は21

百万円（前年同四半期は営業利益25百万円）となりました。 

③ その他 

 その他の事業の入浴・介護サービス等の売上高は1億75百万円（前年同四半期比1.8％減）、営業損失は11百万

円（前年同四半期は営業損失9百万円）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億66百万円増加し、75億49百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が2億2百万円、受取手形及び売掛金が1億39百万円、固定資産が7億55百万円増加

したことによるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億34百万円増加し、41億51百万円となりました。これは主に、短期借入

金が1億51百万円、流動負債のその他が4億61百万円増加したことによるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億32百万円増加し、33億98百万円となりました。これは主に、配当金1

億8百万円の支払いがあったものの四半期純利益3億16百万円を計上し、その他有価証券評価差額金が49百万円、為

替換算調整勘定が58百万円増加したことによるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年３月期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間の連結業績において経常利益及び四半

期純利益が営業外収益に為替差益を計上したため予想を上回る水準で推移しておりますが、為替相場や原料価格の

動向等不確定な要因もあるため変更しておりません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。   

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,276,727 1,479,448

受取手形及び売掛金 1,486,376 1,625,483

たな卸資産 1,016,918 983,451

繰延税金資産 84,120 86,219

その他 57,346 47,007

貸倒引当金 △89,254 △78,335

流動資産合計 3,832,235 4,143,274

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,826,215 1,863,160

減価償却累計額 △1,262,227 △1,294,010

建物及び構築物（純額） 563,987 569,149

機械装置及び運搬具 4,039,404 3,535,221

減価償却累計額 △3,353,343 △2,832,457

機械装置及び運搬具（純額） 686,060 702,763

土地 856,829 862,596

建設仮勘定 267 622,779

その他 217,471 239,450

減価償却累計額 △191,586 △195,518

その他（純額） 25,884 43,932

有形固定資産合計 2,133,030 2,801,222

無形固定資産 1,933 2,254

投資その他の資産   

投資有価証券 452,874 518,488

長期貸付金 － 37,297

その他 72,390 78,285

貸倒引当金 △9,324 △31,044

投資その他の資産合計 515,940 603,027

固定資産合計 2,650,904 3,406,504

資産合計 6,483,140 7,549,779
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 580,861 616,087

短期借入金 2,158,200 2,310,000

未払法人税等 36,307 113,461

賞与引当金 67,157 32,739

その他 243,585 705,347

流動負債合計 3,086,110 3,777,635

固定負債   

退職給付引当金 60,823 60,435

役員退職慰労引当金 208,106 220,471

資産除去債務 5,261 5,261

長期預り保証金 3,100 3,100

繰延税金負債 51,069 65,294

その他 2,500 19,022

固定負債合計 330,860 373,584

負債合計 3,416,971 4,151,220

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,436 547,436

資本剰余金 681,385 681,385

利益剰余金 2,130,243 2,338,112

自己株式 △19,008 △19,313

株主資本合計 3,340,056 3,547,621

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 160,174 209,249

為替換算調整勘定 △632,112 △573,753

その他の包括利益累計額合計 △471,937 △364,504

少数株主持分 198,050 215,442

純資産合計 3,066,169 3,398,559

負債純資産合計 6,483,140 7,549,779
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 3,087,962 3,254,060

売上原価 2,038,950 2,176,499

売上総利益 1,049,011 1,077,561

販売費及び一般管理費 797,421 808,580

営業利益 251,589 268,981

営業外収益   

受取利息 7,443 17,246

受取配当金 9,051 10,458

作業くず売却益 12,711 11,734

為替差益 16,020 134,567

その他 11,746 11,541

営業外収益合計 56,974 185,549

営業外費用   

支払利息 8,030 6,389

その他 0 143

営業外費用合計 8,031 6,532

経常利益 300,533 447,997

特別利益   

固定資産売却益 166 2,848

特別利益合計 166 2,848

特別損失   

固定資産除売却損 6,482 3,497

投資有価証券評価損 11,016 －

特別損失合計 17,498 3,497

税金等調整前四半期純利益 283,201 447,348

法人税等 79,029 127,218

少数株主損益調整前四半期純利益 204,172 320,130

少数株主利益 8,743 3,523

四半期純利益 195,428 316,607

相模ゴム工業㈱（5194）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 5 -



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 204,172 320,130

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,346 49,074

為替換算調整勘定 65,330 72,227

その他の包括利益合計 70,676 121,301

四半期包括利益 274,849 441,432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 260,842 424,040

少数株主に係る四半期包括利益 14,006 17,392

相模ゴム工業㈱（5194）　平成26年３月期　第３四半期決算短信

- 6 -



  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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