
　2021年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
　2020年11月６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)福岡 美朝

問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)休石 佳司 (TEL) (082)237-9371

四半期報告書提出予定日 　2020年11月６日 配当支払開始予定日 　2020年12月４日

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

　
(百万円未満切捨て)

１． 2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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 ％

2021年３月期第２四半期 32,765 △33.8 △782 ― △509 ― △864 ―

2020年３月期第２四半期 49,496 3.4 3,874 11.4 4,109 5.3 2,573 0.8

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期△1,955百万円 ( ―％) 2020年３月期第２四半期 317百万円 ( ―％)

　

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

2021年３月期第２四半期 △44.15 ―

2020年３月期第２四半期 131.44 ―

　
（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 ％

2021年３月期第２四半期 100,153 63,490 59.1
2020年３月期 103,843 66,001 59.0

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 59,214百万円 　2020年３月期 61,260百万円

　

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

2020年３月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2021年３月期 ― 20.00

2021年３月期(予想) ― 20.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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 82,700 △15.0 2,600 △62.0 3,400 △54.6 1,100 △75.5 56.16

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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※ 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

（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 ： 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) 2021年３月期２Ｑ 19,995,387株 2020年３月期 19,995,387株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 406,955株 2020年３月期 416,955株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 19,581,437株 2020年３月期２Ｑ 19,578,432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（2020年４月１日～2020年９月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症

（COVID-19）の世界的な拡大による影響を受け、経済活動の停滞が継続しており、一部に回復に向けた動きも見られま

すが、依然として厳しい状況にあります。

　自動車業界におきましても、国内外で生産の停止や減産に見舞われ、大きな影響を受けました。

　その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は32,765百万円（前年同期比33.8％減）となりました。利益につきま

しては、営業損失は782百万円（前年同期は営業利益3,874百万円）、経常損失は509百万円（前年同期は経常利益4,109

百万円）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は864百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益

2,573百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結累計期間末における総資産は100,153百万円となり、前連結会計年度末と比べ3,690百万円の減少と

なりました。主たる要因は、受取手形及び売掛金が1,521百万円減少したことなどによるものです。

（負債）

　当第２四半期連結累計期間末における負債合計は36,663百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,178百万円の減少と

なりました。主たる要因は、支払手形及び買掛金が2,457百万円減少したことなどによるものです。

（純資産）

　当第２四半期連結累計期間末における純資産残高は63,490百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,511百万円の減少

となりました。主たる要因は、為替換算調整勘定が1,571百万円減少したことなどによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　業績予想につきましては、最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「2021年３月期第

２四半期累計期間の業績予測値と実績値との差異および通期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：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,958 30,382

受取手形及び売掛金 13,722 12,201

電子記録債権 2,191 1,633

有価証券 500 500

製品 2,616 2,291

仕掛品 951 937

原材料及び貯蔵品 2,172 2,072

未収還付法人税等 22 124

その他 1,377 1,284

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 54,507 51,423

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,910 8,512

機械装置及び運搬具（純額） 11,135 10,447

その他（純額） 12,469 11,578

有形固定資産合計 32,514 30,538

無形固定資産

その他 1,317 1,400

無形固定資産合計 1,317 1,400

投資その他の資産

投資有価証券 14,298 15,585

繰延税金資産 693 725

その他 514 482

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 15,503 16,791

固定資産合計 49,335 48,729

資産合計 103,843 100,153
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,109 6,652

短期借入金 11,253 11,994

未払法人税等 539 294

賞与引当金 1,067 1,089

製品保証引当金 22 13

未払金 3,705 2,828

その他 4,099 3,648

流動負債合計 29,797 26,521

固定負債

長期借入金 1,390 4,957

繰延税金負債 2,638 3,091

退職給付に係る負債 694 756

役員退職慰労引当金 30 15

長期未払金 2,183 322

資産除去債務 366 369

その他 741 627

固定負債合計 8,044 10,141

負債合計 37,841 36,663

純資産の部

株主資本

資本金 3,364 3,364

資本剰余金 3,527 3,531

利益剰余金 49,504 48,248

自己株式 △424 △413

株主資本合計 55,972 54,730

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,082 5,994

為替換算調整勘定 1,638 67

退職給付に係る調整累計額 △1,433 △1,577

その他の包括利益累計額合計 5,287 4,484

非支配株主持分 4,741 4,275

純資産合計 66,001 63,490

負債純資産合計 103,843 100,153



西川ゴム工業株式会社(5161) 2021年３月期 第２四半期決算短信

―5―

（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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 49,496 32,765

売上原価 39,750 28,572

売上総利益 9,746 4,193

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 2,075 1,572

給料及び手当 1,391 1,311

退職給付費用 33 39

その他 2,371 2,052

販売費及び一般管理費合計 5,871 4,975

営業利益又は営業損失（△） 3,874 △782

営業外収益

受取利息 72 67

受取配当金 344 299

持分法による投資利益 78 －

助成金収入 － 691

その他 151 123

営業外収益合計 646 1,183

営業外費用

支払利息 84 100

固定資産除却損 50 22

為替差損 40 634

持分法による投資損失 － 19

外国付加価値税等 171 39

その他 63 93

営業外費用合計 411 910

経常利益又は経常損失（△） 4,109 △509

特別損失

固定資産除却損 4 0

特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

4,104 △510

法人税、住民税及び事業税 612 345

法人税等調整額 381 110

法人税等合計 994 456

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,110 △966

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（△）

537 △101

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

2,573 △864
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,110 △966

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,270 912

為替換算調整勘定 △585 △1,751

退職給付に係る調整額 94 △144

持分法適用会社に対する持分相当額 △31 △5

その他の包括利益合計 △2,793 △989

四半期包括利益 317 △1,955

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △124 △1,667

非支配株主に係る四半期包括利益 441 △287
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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 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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又は
税金等調整前四半期純損失（△）

4,104 △510

減価償却費 2,732 2,797

助成金収入 － △691

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △67 67

受取利息及び受取配当金 △416 △367

支払利息 84 100

為替差損益（△は益） △30 336

持分法による投資損益（△は益） △78 19

固定資産除却損 55 22

固定資産売却損益（△は益） △1 2

売上債権の増減額（△は増加） 961 1,758

たな卸資産の増減額（△は増加） 307 178

仕入債務の増減額（△は減少） 130 △2,107

その他 △1,374 △837

小計 6,407 770

利息及び配当金の受取額 416 367

利息の支払額 △79 △94

独占禁止法関連支払額 △1,939 △1,901

法人税等の支払額 △745 △547

法人税等の還付額 75 22

助成金の受取額 － 634

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,135 △748

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 △4,870 △3,845

定期預金の払戻による収入 6,065 4,682

有形固定資産の取得による支出 △3,904 △2,633

有形固定資産の売却による収入 66 12

無形固定資産の取得による支出 △6 △170

投資有価証券の取得による支出 △25 △20

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 4 3

その他 0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,669 △1,970
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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） － 536

長期借入れによる収入 1,022 4,259

長期借入金の返済による支出 △170 △358

配当金の支払額 △430 △391

非支配株主への配当金の支払額 △178 △178

リース債務の返済による支出 △125 △133

財務活動によるキャッシュ・フロー 118 3,733

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74 △532

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,509 481

現金及び現金同等物の期首残高 22,167 25,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,677 25,770
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（４）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。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大は、経済や企業活動に大きな影響を与える事象であり、今

後の広がり方や収束時期等に関して先行きを予測することは困難でありますが、繰延税金資産の回収可能性の評

価等の将来課税所得等の見積りを要する会計処理に際して、現在生じている国内外の経済活動の停滞は中期的に

影響すると仮定しております。ただし、当該仮定は現時点における最善の見積りであると判断しておりますが、

想定以上に影響が長期化あるいは拡大した場合には、繰延税金資産の回収可能性の評価等、重要な会計上の見積

りおよび判断に影響を及ぼす可能性があります。




