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

2021年3月期第3四半期 4,152 △16.3 836 △15.3 634 △26.5 368 △32.0

2020年3月期第3四半期 4,963 5.5 987 13.7 863 6.5 541 4.2

（注）包括利益 2021年3月期第3四半期　　165百万円 （△59.5％） 2020年3月期第3四半期　　408百万円 （8.2％）

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3四半期 33.92 ―

2020年3月期第3四半期 49.86 ―

(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3四半期 15,708 7,261 44.7

2020年3月期 16,139 7,205 43.1

（参考）自己資本 2021年3月期第3四半期 7,029百万円 2020年3月期 6,948百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

2021年3月期 ― ― ―

2021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. 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 5,550 △15.4 1,050 △19.0 850 △36.5 500 △44.6 46.05

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　連結業績予想につきましては、本日（2021年２月10日）公表致しました「通期連結業績予想の公表に関するお知らせ」をご参照下さい。



※ 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（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） 2021年3月期3Q 10,937,449 株 2020年3月期 10,937,449 株

② 期末自己株式数 2021年3月期3Q 80,000 株 2020年3月期 79,900 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年3月期3Q 10,857,514 株 2020年3月期3Q 10,857,683 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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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３四半期連結累計期間のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する一方、感染対策

を行いながら徐々に正常な社会生活を戻していく中で、政府による経済対策等により経済活動や個人消費に回復の

動きがみられましたが、再び感染が拡大し、先行き不透明感は一層強まりました。

当社グループは、従業員の安全を優先したうえで、感染拡大の抑制と事業活動を両立させるため、各事業所での

感染予防対策を徹底すべく、マスクの着用・検温などの基本的対策とともに、在宅勤務や時差出勤を推奨し事業活

動を推進してまいりました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は41億52百万円(前年同四半期比16.3％減)、営業利益は8億36

百万円(前年同四半期比15.3％減)、為替相場の影響により営業外費用に為替差損2億14百万円を計上した結果、経常

利益は6億34百万円(前年同四半期比26.5％減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は3億68百万円(前年同四半期比

32.0％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、新型コロナウイルス感染症の世界的な再拡大で事業活動が制限されており、またマレーシ

アでの生産設備の更新や拡充工事の再開も大変見通しにくい状況にあります。しかし売上高及び利益ともに、第

１四半期よりは第２四半期、第２四半期よりは第３四半期と回復基調にあり、当第３四半期の売上高は31億13百

万円（前年同四半期比16.8％減）、営業利益は10億84百万円（前年同四半期比14.0％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、アパレルやファイル向けの復調の兆しが見えない中、原油価格の先高観はありまし

たが、好調な食品向けに支えられ、売上高は8億81百万円(前年同四半期比13.6％減)、営業利益は75百万円(前年

同四半期比17.6%増)となりました。

③ その他

入浴・介護サービス及びその他の事業の売上高は1億57百万円(前年同四半期比22.1％減)、営業損失は65百万円

(前年同四半期は営業損失78百万円)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につきましては、現金及び預金の減少等により、前連結会計年度末に比べ4

億30百万円減少し、157億8百万円となりました。

負債につきましては、流動負債のその他に含まれる設備関係電子記録債務の減少等により、前連結会計年度末に

比べ4億86百万円減少し、84億47百万円となりました。

純資産合計は、利益剰余金の増加や為替換算調整勘定の減少により、前連結会計年度末に比べ56百万円増加し、

72億61百万円となりました。

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1.6％増加し、44.7%（前連結会計年度末は43.1%）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

2021年３月期は、世界的に広がる新型コロナウイルス感染症（COVID-19、以下「新型コロナウイルス」）と緊急

事態宣言の影響により、国内外の経済や消費活動が大幅に減速されることが見込まれております。

当社グループにおける新型コロナウイルスの影響につきましては、感染予防対策を行いながらもリモートワーク

等を活用し企業活動をしておりますが、営業活動の制限と主力工場であるマレーシアで引き続き活動制限令が施行

されるなど依然として厳しい状況下にあります。

当期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の事業への影響を把握すること及び将来の予測

に関する合理的な算定をすることが困難であったため、「未定」としておりましたが、現時点において今後の見通

しにつき一定程度の合理性をもって算定することが可能となりましたので、連結業績予想を公表いたしました。

詳細につきましては、本日公表いたしました「通期連結業績予想の公表に関するお知らせ」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
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,565,022 1,247,859

受取手形及び売掛金 1,150,671 1,274,934

電子記録債権 1,311,553 1,174,631

たな卸資産 1,505,158 1,458,007

その他 108,546 76,431

貸倒引当金 △41,051 △36,684

流動資産合計 5,599,901 5,195,179

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 3,155,141 3,073,128

減価償却累計額 △1,506,789 △1,505,161

建物及び構築物（純額） 1,648,351 1,567,966

機械装置及び運搬具 8,470,435 8,174,023

減価償却累計額 △3,676,876 △3,791,965

機械装置及び運搬具（純額） 4,793,559 4,382,057

土地 1,090,095 1,079,523

建設仮勘定 2,273,852 2,729,643

その他 273,107 273,437

減価償却累計額 △210,080 △214,156

その他（純額） 63,026 59,280

有形固定資産合計 9,868,885 9,818,472

無形固定資産 8,320 18,588

投資その他の資産

投資有価証券 337,322 374,461

繰延税金資産 222,320 205,782

その他 106,898 99,786

貸倒引当金 △4,352 △3,503

投資その他の資産合計 662,189 676,528

固定資産合計 10,539,395 10,513,589

資産合計 16,139,297 15,708,769
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 379,483 217,334

電子記録債務 93,921 278,844

短期借入金 4,226,563 5,151,714

未払法人税等 308,279 64,459

賞与引当金 81,497 42,471

その他 1,874,409 522,699

流動負債合計 6,964,154 6,277,524

固定負債

長期借入金 1,451,382 1,663,279

役員退職慰労引当金 377,375 392,293

退職給付に係る負債 128,209 102,678

資産除去債務 5,372 5,372

長期預り保証金 3,400 3,100

その他 4,382 3,090

固定負債合計 1,970,122 2,169,813

負債合計 8,934,276 8,447,338

純資産の部

株主資本

資本金 547,436 547,436

資本剰余金 676,518 676,518

利益剰余金 6,519,905 6,779,595

自己株式 △35,311 △35,455

株主資本合計 7,708,548 7,968,094

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 96,464 121,396

為替換算調整勘定 △856,174 △1,060,078

その他の包括利益累計額合計 △759,710 △938,682

非支配株主持分 256,181 232,017

純資産合計 7,205,020 7,261,430

負債純資産合計 16,139,297 15,708,769
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 4,963,791 4,152,965

売上原価 2,852,080 2,358,875

売上総利益 2,111,711 1,794,090

販売費及び一般管理費 1,123,739 957,476

営業利益 987,971 836,613

営業外収益

受取利息 2,749 923

受取配当金 16,954 15,902

助成金収入 - 19,460

作業くず売却益 8,751 6,385

その他 6,367 11,313

営業外収益合計 34,823 53,984

営業外費用

支払利息 45,902 34,712

為替差損 107,767 214,646

持分法による投資損失 5,227 6,818

その他 792 44

営業外費用合計 159,690 256,222

経常利益 863,104 634,375

特別利益

固定資産売却益 111 100

特別利益合計 111 100

特別損失

固定資産除売却損 1,124 3,664

特別損失合計 1,124 3,664

税金等調整前四半期純利益 862,091 630,811

法人税等 323,958 276,055

四半期純利益 538,132 354,756

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,278 △13,509

親会社株主に帰属する四半期純利益 541,410 368,265
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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 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年12月31日)

四半期純利益 538,132 354,756

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 28,873 24,932

為替換算調整勘定 △159,564 △214,558

持分法適用会社に対する持分相当額 916 324

その他の包括利益合計 △129,774 △189,302

四半期包括利益 408,357 165,453

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 420,167 189,617

非支配株主に係る四半期包括利益 △11,810 △24,163

　



相模ゴム工業株式会社(5194) 2021年３月期 第３四半期決算短信

－ 7 －

（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。

　


