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１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期第２四半期 39,148 15.3 4,147 45.2 4,416 51.9 2,807 70.3
25年３月期第２四半期 33,951 21.8 2,855 422.0 2,907 339.9 1,648 376.1

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 6,522百万円 ( 333.7％) 25年３月期第２四半期 1,504百万円 ( ―)

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

26年３月期第２四半期 143.40 ―
25年３月期第２四半期 84.20 ―

（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 ％

26年３月期第２四半期 88,926 56,606 60.6
25年３月期 81,431 50,755 59.5

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 53,879百万円 25年３月期 48,475 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

25年３月期 ― 11.00 ― 15.00 26.00

26年３月期 ― 18.00

26年３月期(予想) ― 18.00 36.00

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 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 78,000 10.3 7,700 13.1 8,000 11.9 4,900 9.3 250.27

99006
財務会計基準機構



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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定性的情報」をご覧ください。 

※ 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 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（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) 26年３月期２Ｑ 19,995,387株 25年３月期 19,995,387株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 416,284株 25年３月期 416,219株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 19,579,164株 25年３月期２Ｑ 19,579,215株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や金融政策等による円安や株価の

上昇等、景気回復の兆しが見受けられました。一方、世界経済においては米国での緩やかな景気拡大が

続きましたが、欧州における景気低迷の長期化、新興国の景気減速懸念等から、依然として不透明な状

況が続いております。 

自動車部品業界におきましては、国内では昨秋のエコカー補助金終了による反動があったものの、海

外では米国における新車販売は引き続き好調を維持していることから、全体としては堅調に推移いたし

ました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は391億48百万円（前年同期比15.3％増）とな

りました。利益につきましても、売上高の増加および西川ゴムグループ総コスト低減活動を継続した結

果、営業利益は41億47百万円（前年同期比45.2％増）、経常利益は44億16百万円（前年同期比51.9％

増）、四半期純利益は28億７百万円（前年同期比70.3％増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

（自動車用部品）  

自動車の生産においてはエコカー補助金終了による落ち込みがあったものの、輸出の改善により生産

が持ち直し傾向にあったこと、米国での新車販売が好調を維持していることから、売上高は368億５百

万円（前年同期比15.7％増）となりました。利益につきましても、売上高の増加やコスト低減活動など

により、営業利益は38億38百万円（前年同期比49.7％増）となりました。 

  

（一般産業資材） 

一般産業資材においては消費税率引き上げ前の駆け込み需要を背景に国内住宅着工戸数が増加したこ

ともあり、売上高は23億43百万円（前年同期比9.6％増）となりました。利益につきましても、売上高

の増加により、営業利益は３億８百万円（前年同期比5.6％増）となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ74億95百万円増加し889億

26百万円となりました。主な増加は現金及び預金および投資有価証券などであり、主な減少はのれんな

どであります。負債は、前連結会計年度末に比べ16億43百万円増加し323億19百万円となりました。主

な増加は支払手形及び買掛金および長期借入金などであります。また、純資産は前連結会計年度末に比

べ58億51百万円増加し566億６百万円となりました。主な増加は利益剰余金および為替換算調整勘定な

どであります。 

  

業績予想につきましては、 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

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,261 23,681

受取手形及び売掛金 12,984 13,651

電子記録債権 1,259 1,135

有価証券 500 500

製品 1,787 1,786

仕掛品 774 767

原材料及び貯蔵品 2,083 2,070

繰延税金資産 696 715

その他 1,041 2,053

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 43,384 46,358

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,675 7,538

機械装置及び運搬具（純額） 8,117 8,750

その他（純額） 6,679 8,107

有形固定資産合計 21,472 24,395

無形固定資産   

のれん 1,319 1,099

その他 720 716

無形固定資産合計 2,039 1,815

投資その他の資産   

投資有価証券 13,630 15,416

繰延税金資産 251 292

その他 657 652

貸倒引当金 △5 △5

投資その他の資産合計 14,534 16,356

固定資産合計 38,046 42,568

資産合計 81,431 88,926
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,231 8,059

短期借入金 5,435 5,684

未払法人税等 1,238 983

賞与引当金 987 1,045

製品保証引当金 31 32

その他 4,061 4,108

流動負債合計 18,985 19,912

固定負債   

長期借入金 7,866 8,438

繰延税金負債 1,471 1,697

退職給付引当金 1,477 1,447

役員退職慰労引当金 481 430

資産除去債務 377 381

その他 16 12

固定負債合計 11,690 12,407

負債合計 30,675 32,319

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,364 3,364

資本剰余金 3,660 3,660

利益剰余金 40,729 43,243

自己株式 △422 △422

株主資本合計 47,331 49,845

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,471 3,441

為替換算調整勘定 △1,328 592

その他の包括利益累計額合計 1,143 4,033

少数株主持分 2,279 2,727

純資産合計 50,755 56,606

負債純資産合計 81,431 88,926
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 33,951 39,148

売上原価 27,060 30,430

売上総利益 6,890 8,718

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,412 1,562

給料及び手当 817 964

その他 1,804 2,043

販売費及び一般管理費合計 4,034 4,570

営業利益 2,855 4,147

営業外収益   

受取利息 10 18

受取配当金 82 94

持分法による投資利益 76 559

その他 84 81

営業外収益合計 253 754

営業外費用   

支払利息 75 74

固定資産除却損 43 48

開業費償却 39 348

その他 42 14

営業外費用合計 201 485

経常利益 2,907 4,416

特別損失   

固定資産除却損 11 5

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 43 －

特別損失合計 54 5

税金等調整前四半期純利益 2,852 4,410

法人税、住民税及び事業税 718 1,253

法人税等調整額 181 △105

法人税等合計 899 1,148

少数株主損益調整前四半期純利益 1,953 3,262

少数株主利益 305 454

四半期純利益 1,648 2,807
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,953 3,262

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △592 897

為替換算調整勘定 157 2,335

持分法適用会社に対する持分相当額 △14 27

その他の包括利益合計 △449 3,260

四半期包括利益 1,504 6,522

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,172 5,698

少数株主に係る四半期包括利益 331 824
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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 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 2,852 4,410

減価償却費 1,722 1,835

のれん償却額 219 219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △189 △30

受取利息及び受取配当金 △92 △112

支払利息 75 74

為替差損益（△は益） 15 △13

持分法による投資損益（△は益） △76 △559

固定資産除却損 54 53

固定資産売却損益（△は益） △0 △1

投資有価証券売却損益（△は益） 0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 43 －

売上債権の増減額（△は増加） 248 △543

たな卸資産の増減額（△は増加） △308 20

仕入債務の増減額（△は減少） 123 839

その他 △94 △13

小計 4,593 6,180

利息及び配当金の受取額 115 156

利息の支払額 △69 △77

法人税等の支払額 △504 △1,464

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,135 4,795

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 △2,010 △11,962

定期預金の払戻による収入 2,010 11,360

有価証券の売却による収入 － 1,000

有価証券の取得による支出 － △1,000

有形固定資産の取得による支出 △2,074 △3,405

有形固定資産の売却による収入 3 5

無形固定資産の取得による支出 △38 △27

投資有価証券の取得による支出 △83 △17

投資有価証券の売却による収入 1 －

貸付けによる支出 △4 △2

貸付金の回収による収入 3 7

その他 △30 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,222 △4,032
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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） △2,218 △64

長期借入れによる収入 2,396 985

長期借入金の返済による支出 △380 △212

配当金の支払額 △195 △291

少数株主への配当金の支払額 △73 △376

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △471 41

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,426 817

現金及び現金同等物の期首残高 11,430 15,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,856 16,329
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注)セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：百万円)

自動車用部品 一般産業資材 計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

売上高

 外部顧客への売上高 31,812 2,138 33,951 ─ 33,951

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 31,812 2,138 33,951 ─ 33,951

セグメント利益(注) 2,563 292 2,855 ─ 2,855

(単位：百万円)

自動車用部品 一般産業資材 計 調整額
四半期連結損益
計算書計上額

売上高

 外部顧客への売上高 36,805 2,343 39,148 ─ 39,148

 セグメント間の内部売上高 
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 36,805 2,343 39,148 ─ 39,148

セグメント利益(注) 3,838 308 4,147 ─ 4,147

（重要な後発事象）
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