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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

31年3月期第2四半期 3,125 5.7 699 △15.2 617 △28.2 408 △38.2

30年3月期第2四半期 2,956 3.1 824 △0.1 859 40.2 661 62.6

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　369百万円 （△47.7％） 30年3月期第2四半期　　706百万円 （183.8％）

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

31年3月期第2四半期 37.62 ―

30年3月期第2四半期 60.87 ―

(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 ％

31年3月期第2四半期 14,187 6,545 44.2

30年3月期 15,235 6,288 39.4

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 6,266百万円 30年3月期 6,005百万円

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

30年3月期 ― ― ― 10.00 10.00

31年3月期 ― ―

31年3月期（予想） ― 10.00 10.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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
親会社株主に帰属する

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 6,300 6.6 1,400 △5.3 1,400 △21.0 1,000 △23.6 92.09

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 有

（注）詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記　（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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） 31年3月期2Q 10,937,449 株 30年3月期 10,937,449 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 79,510 株 30年3月期 77,998 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 10,858,435 株 30年3月期2Q 10,861,776 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、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「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」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用情勢が改善し、個人消費にも持ち直しの動きが続き、景

気は全体として緩やかな回復基調で推移しました。

海外においては原油高や米中貿易摩擦の深刻化により、海外・国内共に景気の見通しについては予断を許さない

状況にあります。

このような環境のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高は31億25百万円（前年同四半期比5.7％増）、営業

利益は6億99百万円（前年同四半期比15.2％減）、経常利益は6億17百万円（前年同四半期比28.2％減）、親会社株

主に帰属する四半期純利益は4億8百万円（前年同四半期比38.2％減）となりました。

　

セグメントの経営成績は、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、ポリウレタン製コンドームのサガミオリジナルブランドが20周年を迎え、引き続きサガミ

オリジナル0.02（ゼロゼロツー）のリニューアルを行い、また映画への協賛による消費者認知拡大を図りまし

た。サガミオリジナル0.01（ゼロゼロワン）は生産数量の増加に伴い、ヘルスケア事業の売上高は伸長しまし

た。この結果、売上高は24億1百万円（前年同四半期比7.8％増）、営業利益は9億15百万円（前年同四半期比4.9

％減）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、原油・ナフサ価格の上昇により原料価格が高止まりする中で、食料品の鮮度保持フ

ィルム等高機能性商品の開発を進めました。この結果、売上高は5億96百万円（前年同四半期比3.9％減）、営業

利益は11百万円（前年同四半期比83.7％減）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1億27百万円（前年同四半期比17.2％増）、営業損失は43百万

円（前年同四半期は営業損失18百万円）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ10億47百万円

減少し、141億87百万円となりました。

負債合計は、設備関係支払手形の減少等により、前連結会計年度末に比べ13億5百万円減少し、76億41百万円と

なりました。

　純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末に比べ2億57百万円増加

し、65億45百万円となりました。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の自己資本比率は4.8%増加し、44.2%（前連結会計年度末は39.4%）とな

りました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間の業績を勘案し、平成30年５月16日に公表いたしました平成31年３月期通期の連結業

績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成30年11月13日）別途開示の「平成31年３月期第２四

半期連結累計期間業績予想値と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,917,955 1,551,454

受取手形及び売掛金 2,580,727 2,608,019

たな卸資産 1,167,544 1,213,127

その他 185,067 92,934

貸倒引当金 △59,653 △54,274

流動資産合計 6,791,642 5,411,260

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,966,559 3,202,845

減価償却累計額 △1,386,730 △1,447,222

建物及び構築物（純額） 1,579,829 1,755,623

機械装置及び運搬具 8,057,655 8,307,331

減価償却累計額 △3,119,313 △3,223,575

機械装置及び運搬具（純額） 4,938,341 5,083,755

土地 1,107,487 1,101,549

建設仮勘定 45,043 8,053

その他 242,324 255,964

減価償却累計額 △189,202 △199,276

その他（純額） 53,121 56,688

有形固定資産合計 7,723,823 8,005,670

無形固定資産 7,887 16,275

投資その他の資産

投資有価証券 564,121 549,735

繰延税金資産 91,682 99,636

その他 71,490 119,995

貸倒引当金 △15,581 △15,396

投資その他の資産合計 711,713 753,970

固定資産合計 8,443,424 8,775,916

資産合計 15,235,066 14,187,176

決算短信（宝印刷） 2018年11月12日 15時14分 3ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）



相模ゴム工業株式会社(5194) 平成31年３月期 第２四半期決算短信

- 4 -

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 684,646 616,862

短期借入金 4,641,840 4,220,103

未払法人税等 288,544 218,853

賞与引当金 78,820 92,741

その他 2,006,971 458,204

流動負債合計 7,700,822 5,606,765

固定負債

長期借入金 829,155 1,603,679

役員退職慰労引当金 321,317 335,598

退職給付に係る負債 87,344 88,905

資産除去債務 5,345 5,345

長期預り保証金 1,400 1,400

その他 1,502 -

固定負債合計 1,246,064 2,034,928

負債合計 8,946,886 7,641,693

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 5,281,634 5,581,562

自己株式 △31,147 △34,619

株主資本合計 6,479,309 6,775,765

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 257,972 248,610

為替換算調整勘定 △732,189 △757,418

その他の包括利益累計額合計 △474,216 △508,807

非支配株主持分 283,087 278,525

純資産合計 6,288,179 6,545,483

負債純資産合計 15,235,066 14,187,176
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 2,956,548 3,125,415

売上原価 1,477,047 1,711,409

売上総利益 1,479,501 1,414,005

販売費及び一般管理費 655,130 714,552

営業利益 824,371 699,453

営業外収益

受取利息 1,086 1,026

受取配当金 6,692 8,177

作業くず売却益 5,830 5,709

為替差益 17,762 -

その他 7,477 6,213

営業外収益合計 38,849 21,127

営業外費用

支払利息 3,484 10,034

為替差損 - 87,890

持分法による投資損失 - 2,182

その他 584 3,321

営業外費用合計 4,069 103,429

経常利益 859,151 617,151

特別利益

固定資産売却益 28 135

特別利益合計 28 135

特別損失

固定資産除売却損 758 91

特別損失合計 758 91

税金等調整前四半期純利益 858,421 617,195

法人税等 178,321 208,049

四半期純利益 680,099 409,145

非支配株主に帰属する四半期純利益 18,990 622

親会社株主に帰属する四半期純利益 661,108 408,522
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益 680,099 409,145

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 30,900 △9,361

為替換算調整勘定 △4,758 △28,565

持分法適用会社に対する持分相当額 - △1,848

その他の包括利益合計 26,142 △39,775

四半期包括利益 706,241 369,370

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 685,616 373,932

非支配株主に係る四半期包括利益 20,625 △4,561
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（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）

該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

　

（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。

　

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負

債の区分に表示しております。
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