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1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年12月31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3四半期 4,703 6.5 869 △25.0 810 △35.6 519 △45.7

30年3月期第3四半期 4,418 0.8 1,159 △11.1 1,257 22.7 957 36.8

（注）包括利益 31年3月期第3四半期　　377百万円 （△66.3％） 30年3月期第3四半期　　1,119百万円 （114.3％）

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3四半期 47.87 ―

30年3月期第3四半期 88.14 ―

(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3四半期 14,496 6,553 43.3

30年3月期 15,235 6,288 39.4

（参考）自己資本 31年3月期第3四半期 6,282百万円 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 92.10

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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3Q 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3Q 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3Q 10,858,286 株 30年3月期3Q 10,861,182 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。



相模ゴム工業株式会社(5194) 平成31年３月期 第３四半期決算短信

- 1 -

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………3

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………3

（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 …………………………………………5

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………7

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………7

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………7

（追加情報） ……………………………………………………………………………………………7

決算短信（宝印刷） 2019年02月12日 16時18分 1ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



相模ゴム工業株式会社(5194) 平成31年３月期 第３四半期決算短信

- 2 -

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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、堅調な雇用・所得環境の改善などから、個人消費は持ち直

し、緩やかな景気回復基調が続いております。

しかしながら、米中貿易摩擦問題の激化や中国経済の減速など世界経済の先行きは、不透明感が高まっておりま

す。

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47億3百万円(前年同四半期比6.5％増)、営業利益

は8億69百万円(前年同四半期比25.0％減)、経常利益は8億10百万円(前年同四半期比35.6％減)、親会社株主に帰属

する四半期純利益は5億19百万円(前年同四半期比45.7％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、サガミオリジナルが販売20年を迎え、サガミオリジナル0.01（ゼロゼロワン）の販売数量

が漸増したものの、生産効率の悪化や設備投資により固定費が増加しました。この結果、売上高は35億69百万円

(前年同四半期比7.9％増)、営業利益は11億84百万円(前年同四半期比12.2％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・ナフサ価格が乱高下する不透明な状況下、販売価格の動向に注視しつつ、継

続的なコスト削減と加工進捗度の向上、新製品開発に努めてまいりました。この結果、売上高は9億33百万円(前

年同四半期比1.7％減)、営業利益は30百万円(前年同四半期比73.5%減)となりました。

③ その他

その他の事業の売上高は2億円(前年同四半期比23.8％増)、営業損失は70百万円(前年同四半期は営業損失26百

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7億38百万円減少し、144億96百万円となりま

した。これは主に、有形固定資産が7億15百万円増加し、現金及び預金が15億49百万円減少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10億4百万円減少し、79億42百万円となりました。これは主に、流動負債の

その他（設備関係支払手形）が11億60百万円減少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2億65百万円増加し、65億53百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が4億11百万円増加し、その他有価証券評価差額金が97百万円減少したことによるものであります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は3.9%増加し、43.3%（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

平成31年３月期の連結業績予想につきましては、平成30年11月13日に発表いたしました通期連結業績予想の数値

から変更はございません。
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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３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,917,955 1,368,608

受取手形及び売掛金 2,580,727 2,590,545

たな卸資産 1,167,544 1,374,815

その他 185,067 90,062

貸倒引当金 △59,653 △56,051

流動資産合計 6,791,642 5,367,981

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,966,559 3,207,158

減価償却累計額 △1,386,730 △1,462,407

建物及び構築物（純額） 1,579,829 1,744,750

機械装置及び運搬具 8,057,655 8,510,152

減価償却累計額 △3,119,313 △3,314,109

機械装置及び運搬具（純額） 4,938,341 5,196,042

土地 1,107,487 1,101,097

建設仮勘定 45,043 343,877

その他 242,324 256,458

減価償却累計額 △189,202 △202,746

その他（純額） 53,121 53,712

有形固定資産合計 7,723,823 8,439,479

無形固定資産 7,887 15,991

投資その他の資産

投資有価証券 564,121 428,736

繰延税金資産 91,682 136,661

その他 71,490 122,499

貸倒引当金 △15,581 △14,857

投資その他の資産合計 711,713 673,040

固定資産合計 8,443,424 9,128,512

資産合計 15,235,066 14,496,494
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成30年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 684,646 643,002

短期借入金 4,641,840 4,487,760

未払法人税等 288,544 77,556

賞与引当金 78,820 40,115

その他 2,006,971 846,092

流動負債合計 7,700,822 6,094,528

固定負債

長期借入金 829,155 1,395,461

役員退職慰労引当金 321,317 343,318

退職給付に係る負債 87,344 102,805

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 1,848,331

負債合計 8,946,886 7,942,859

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 5,692,844

自己株式 △31,147 △34,619

株主資本合計 6,479,309 6,887,046

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 257,972 160,571

為替換算調整勘定 △732,189 △764,707

その他の包括利益累計額合計 △474,216 △604,136

非支配株主持分 283,087 270,724

純資産合計 6,288,179 6,553,635

負債純資産合計 15,235,066 14,496,494
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

売上高 4,418,280 4,703,744

売上原価 2,267,951 2,709,035

売上総利益 2,150,329 1,994,709

販売費及び一般管理費 990,512 1,125,401

営業利益 1,159,817 869,307

営業外収益

受取利息 1,648 1,438

受取配当金 13,245 15,379

作業くず売却益 9,334 8,320

為替差益 69,235 -

その他 10,270 8,342

営業外収益合計 103,734 33,481

営業外費用

支払利息 5,276 39,301

為替差損 - 45,977

持分法による投資損失 - 4,015

その他 622 3,362

営業外費用合計 5,898 92,656

経常利益 1,257,653 810,132

特別利益

固定資産売却益 67 1,501

特別利益合計 67 1,501

特別損失

固定資産除売却損 1,030 242

特別損失合計 1,030 242

税金等調整前四半期純利益 1,256,690 811,391

法人税等 274,365 299,517

四半期純利益 982,324 511,874

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

25,052 △7,929

親会社株主に帰属する四半期純利益 957,271 519,804
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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29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年12月31日)

四半期純利益 982,324 511,874

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 97,057 △97,400

為替換算調整勘定 39,998 △36,952

その他の包括利益合計 137,056 △134,353

四半期包括利益 1,119,380 377,521

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,087,042 389,884

非支配株主に係る四半期包括利益 32,338 △12,363
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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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