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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 3,340 △18.4 50 △54.1 22 △74.7 4 △85.2

21年3月期第3四半期 4,094 ― 109 ― 87 ― 31 ―

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

22年3月期第3四半期 1.02 ―

21年3月期第3四半期 6.92 ―

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

22年3月期第3四半期 7,649 2,815 36.8 618.76
21年3月期 6,530 2,815 43.1 618.51

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  2,815百万円 21年3月期  2,815百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 4,600 △6.2 100 114.5 50 253.3 17 ― 3.74
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．連結業績予想および配当予想につきましては、本日平成22年２月12日公表の「業績予想の修正及び配当予想の修正について」にて修正しております
のでご参照ください。 
２．上記に記載した当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によっ
て予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 4,618,520株 21年3月期  4,618,520株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  67,680株 21年3月期  66,980株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 4,551,129株 21年3月期第3四半期 4,552,293株
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当第３四半期連結累計期間において、当社グループは、お客様の視点に立ったものづくりを進めるとともに、事業領

域として自動車・情報通信・医療介護の各分野への経営資源の集中を図り、独自の開発製品の販売拡大に注力してま

いりました。一方、足元の経済状況を鑑み、売上が伸びない中でも利益を創出できる強固な財務体制の確立に向け、

費用削減や生産性改善などの経営合理化策を実施してまいりました。  

当期の第１四半期では、前期後半の景気低迷影響が続き、受注の回復も僅かでありましたが、第２四半期以降に

おきましては、景気の底打ち感から脱却し、受注の伸びも当初の予測以上となりました。特に自動車関連製品の受注

回復は期待以上のものとなりましたが、本格的な回復とは言い難く、今後の見通しについては先行き不透明な状況に

あります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は33億４千万円（前年同期比18.4％減）となりまし

た。利益面では経営合理化策の実施による費用削減を行ったものの、売上減の影響が大きく、また不動在庫の処理を

行ったことから、連結営業利益は５千万円（前年同期比54.1％減）、連結経常利益は２千２百万円（前年同期比

74.7％減）、連結四半期純利益は４百万円（前年同期比85.2％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントにつきまして、工業用ゴム事業のうち彩色用ゴム製品は、豊富なカラーバリエーション

とＬＥＤの光のばらつきを均一化できる主力製品の「ASA COLOR LED」の主要用途が自動車内装照明向けの光源であ

ることから、受注は回復基調にはあるものの自動車減産の影響を大きく受けたことにより、連結売上高は11億９千２

百万円（前年同期比26.9％減）となりました。光透過率94％以上の特性を持つ透明シリコーン製品は、高輝度ＬＥＤ

と組み合わせた用途向けのレンズ製品「ASA COLOR LENS」の既存取引が縮小したことや、携帯ゲーム機向けの応用製

品の受注が減少したことなどにより、連結売上高は１億７千７百万円（前年同期比18.5％減）となりました。これら

の結果、彩色用ゴム製品の連結売上高は、15億７千３百万円（前年同期比26.5％減）となりました。  

 弱電用高精密ゴム製品では、液晶テレビのバックライト用ホルダー製品の受注がなくなったことによる売上減の影

響が大きく、また、競合他社並びに重要顧客の海外生産シフトによる厳しい価格競争および受注減少の影響を受けた

ことにより、連結売上高は３億９千１百万円（前年同期比40.2％減）となりました。 

 スポーツ用ゴム製品は、新機種製品の受注増が寄与したことなどにより、連結売上高は３億２千４百万円（前年同

期比15.8％増）となりました。 

 その他の工業用ゴム製品の売上高は、新製品の量産化を進めたものの、景気減速による既存製品の受注減の影響を

受け、連結売上高は４億５千９百万円(前年同期比1.0％減）となりました。 

 これらの結果、工業用ゴム事業の連結売上高は、27億５千万円（前年同期比22.3％減）となりました。また連結営

業利益は９千万円（前年同期比58.3％減）となりました。  

  

 医療・衛生用ゴム事業は、医療用ゴム製品では、独自の開発製品の受注が好調に推移したことにより、連結売上高

は５億６千６百万円（前年同期比8.8％増）となりました。衛生性、通気性、衝撃吸収性を追及した衛生用ゴム製品

では、顧客の在庫調整の影響などにより、連結売上高は２千４百万円（前年同期比29.1％減）となりました。  

これらの結果、医療・衛生用ゴム事業の連結売上高は５億９千万円（前年同期比6.5％増）となりました。また連

結営業利益は７千７百万円（前年同期比47.5％増）となりました。  

（1）資産、負債および純資産の状況 

 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て11億１千９百万円増加し、76億４千９百万円と

なりました。その主な要因は、借入の実行による、現金及び預金の増加および当第３四半期の受注回復に伴う売上債

権の増加によるものであります。 

 負債は前連結会計年度末に比べて11億１千８百万円増加し、48億３千３百万円となりました。その主な要因は、借

入金の増加、当第３四半期の受注回復に伴う仕入債務の増加によるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末に比べて微増の28億１千５百万円となりました。その主な要因は、期末配当による利益

剰余金の減少があったものの、保有株式の株価の回復により、その他有価証券評価差額金が増加したことによるもの

であります。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べて７億９百万円

増加の12億１千８百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは４億１千６百万円の収入（前年同四半期は６億２千７百万円の収入）となり

ました。 

 これは主に受注の回復による売上債権の増加額４億３千万円（前年同四半期は６億５千９百万円の減少）があった

ものの、仕入債務の増加額３億６千５百万円（前年同四半期は１億９千７百万円の減少）などによるものでありま

す。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、３億１千万円の支出（前年同四半期は５億６千３百万円の支出）となりま

した。 

 これは主に定期預金の払戻による収入６億２千７百万円（前年同四半期は５億４千９百万円の収入）があったもの

の、定期預金の預入による支出７億８千９百万円（前年同四半期は６億９千６百万円の支出）、有形固定資産の取得

による支出１億１千９百万円（前年同四半期は４億３百万円の支出）などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは６億３百万円の収入（前年同四半期は２億９千８百万円の収入）となりまし

た。 

 これは主に、長期借入れによる収入10億５千万円（前年同四半期は８億５千万円の収入）、短期借入金の純増加額

１億５千万円（前年同四半期は増減なし）によるものであります。  

  

 連結業績予想につきましては、 近の動向を踏まえ、平成21年11月11日に公表しました通期の連結業績予想を変更

しております。 

 詳細につきましては、本日平成22年２月12日公表の「業績予想の修正及び配当予想の修正について」をご参照くだ

さい。  

 該当事項はありません。  

  

   １. 簡便な会計処理 

    ① 棚卸資産の評価方法 

      棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

    ② 固定資産の減価償却費の算定方法 

      定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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   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金等調整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、税金等調整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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

 該当事項はありません。  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,926,293 1,004,101

受取手形及び売掛金 1,291,885 862,357

商品及び製品 176,609 201,824

仕掛品 161,647 174,033

原材料及び貯蔵品 121,128 108,505

その他 124,579 130,807

貸倒引当金 △1,426 △870

流動資産合計 3,800,716 2,480,758

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,136,832 1,195,622

機械装置及び運搬具（純額） 961,299 1,050,367

土地 900,782 900,782

その他（純額） 115,421 133,793

有形固定資産合計 3,114,336 3,280,565

無形固定資産 5,837 6,657

投資その他の資産   

その他 732,138 765,743

貸倒引当金 △3,420 △3,242

投資その他の資産合計 728,718 762,501

固定資産合計 3,848,891 4,049,724

資産合計 7,649,608 6,530,483

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 879,844 517,642

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 925,596 786,968

未払法人税等 7,733 6,214

その他 272,461 171,244

流動負債合計 2,235,635 1,482,069

固定負債   

長期借入金 1,796,810 1,459,840

退職給付引当金 338,068 310,843

役員退職慰労引当金 176,406 176,091

その他 286,833 286,470

固定負債合計 2,598,117 2,233,245

負債合計 4,833,753 3,715,315
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 516,870 516,870

資本剰余金 457,970 457,970

利益剰余金 1,889,754 1,898,760

自己株式 △44,790 △44,592

株主資本合計 2,819,804 2,829,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,808 4,906

為替換算調整勘定 △17,758 △18,746

評価・換算差額等合計 △3,949 △13,840

純資産合計 2,815,855 2,815,168

負債純資産合計 7,649,608 6,530,483
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 4,094,289 3,340,827

売上原価 3,222,362 2,602,228

売上総利益 871,927 738,598

販売費及び一般管理費 762,079 688,144

営業利益 109,847 50,453

営業外収益   

受取利息 4,158 3,677

受取配当金 3,308 2,685

補助金収入 20,048 10,778

雑収入 9,530 8,245

営業外収益合計 37,046 25,386

営業外費用   

支払利息 29,986 33,515

為替差損 23,350 －

雑支出 5,920 20,171

営業外費用合計 59,256 53,687

経常利益 87,636 22,152

特別損失   

固定資産売却損 － 164

固定資産除却損 23,444 7,043

投資有価証券評価損 11,203 －

貸倒引当金繰入額 － 178

特別損失合計 34,647 7,386

税金等調整前四半期純利益 52,989 14,766

法人税等 21,507 10,118

四半期純利益 31,481 4,648
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 52,989 14,766

減価償却費 349,069 293,786

投資有価証券評価損益（△は益） 11,203 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △426 740

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,406 27,224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,076 315

受取利息及び受取配当金 △7,466 △6,363

支払利息 29,986 33,515

為替差損益（△は益） △3,345 △459

有形固定資産売却損益（△は益） － 164

有形固定資産除却損 23,444 7,043

売上債権の増減額（△は増加） 659,037 △430,885

たな卸資産の増減額（△は増加） △104,395 24,166

仕入債務の増減額（△は減少） △197,218 365,771

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,610 8,018

その他 △73,384 52,047

小計 736,364 389,853

利息及び配当金の受取額 6,909 6,406

利息の支払額 △27,020 △32,497

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △89,045 52,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 627,208 416,389

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 △696,150 △789,476

定期預金の払戻による収入 549,188 627,000

有形固定資産の取得による支出 △403,542 △119,061

投資有価証券の取得による支出 △8,851 △12,770

その他 △4,632 △16,239

投資活動によるキャッシュ・フロー △563,988 △310,548

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） － 150,000

長期借入れによる収入 850,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △489,232 △574,447

配当金の支払額 △52,974 △13,783

自己株式の取得による支出 △857 △197

その他 △7,937 △7,903

財務活動によるキャッシュ・フロー 298,998 603,666

現金及び現金同等物に係る換算差額 △731 437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 361,485 709,945

現金及び現金同等物の期首残高 516,134 508,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 877,620 1,218,301
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は製品の種類、性質等を考慮し、工業用ゴム事業、医療・衛生用ゴム事業及びその他に区分しており

ます。 

２．各事業区分の主要製品 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
工業用ゴム
事業 
（千円） 

医療・衛生
用ゴム事業 
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 3,539,432  554,749  107  4,094,289  －  4,094,289

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － (－)  －

計  3,539,432  554,749  107  4,094,289 (－)  4,094,289

営業利益  218,050  52,494  14  270,559  △160,711  109,847

  
工業用ゴム
事業 
（千円） 

医療・衛生
用ゴム事業 
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売

上高 
 2,750,057  590,762  7  3,340,827  －  3,340,827

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － (－)  －

計  2,750,057  590,762  7  3,340,827 (－)  3,340,827

営業利益  90,983  77,428  1  168,413  △117,960  50,453

事業区分 主要製品 

工業用ゴム事業 
彩色用ゴム製品、弱電用高精密ゴム製品、スポーツ用ゴム

製品、その他の工業用ゴム製品 

医療・衛生用ゴム事業 医療用ゴム製品、衛生用ゴム製品 

その他 その他製品 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。   

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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