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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 2,407 1.4 88 50.1 64 68.9 40 171.0
24年3月期第2四半期 2,374 △1.3 58 △36.5 38 △40.8 14 △67.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 43百万円 （84.1％） 24年3月期第2四半期 23百万円 （△13.2％）

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

25年3月期第2四半期 8.90 ―
24年3月期第2四半期 3.28 ―

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

25年3月期第2四半期 7,408 2,881 38.9 633.46
24年3月期 7,758 2,861 36.9 628.95
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 2,881百万円 24年3月期 2,861百万円

2.  配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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

24年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00
25年3月期 ― 3.00
25年3月期（予想） ― 5.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

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 4,770 △4.8 147 △39.6 105 △50.4 60 △17.6 13.19



(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

(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】２ページ「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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

(4) 発行済株式数（普通株式）

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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きの対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期決算財務諸表のレビュー手続きは終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
上記に記載した予想値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因によ
り、上記予想値と異なる場合があります。
なお、上記予想値に関する事項は【添付資料】２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,618,520 株 24年3月期 4,618,520 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 70,300 株 24年3月期 69,600 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,548,587 株 24年3月期2Q 4,549,768 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間における、わが国経済は、東日本大震災からの復興需要により回復の兆しがありました

が、中国など新興国市場の成長鈍化、欧州の債務危機問題及び円高の長期化などの要因により、先行き不透明な状況

が続いております。

このような中、当社グループは、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、お客様の視点に立ったものづくりを進めるとともに、独自の開発製品の販売拡大に注力してまいりました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、連結売上高は24億７百万円（前年同四半期比1.4％増）となり、

利益面では、連結営業利益は、８千８百万円（前年同四半期比50.1％増）、連結経常利益は６千４百万円（前年同四

半期比68.9％増）、連結四半期純利益は４千万円（前年同四半期比171.0％増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりです。

工業用ゴム事業

工業用ゴム事業では、スポーツ用ゴム製品の売上が低迷しているものの、主にASA COLOR LEDを始めとした自動車

関連製品の受注が、米国市場向けを中心に、堅調に推移いたしました。

この結果、工業用ゴム事業の連結売上高は18億７千３百万円（前年同四半期比5.6％増）となりました。またセグ

メント利益は１億４千３百万円（前年同四半期比114.0％増）となりました。

医療・衛生用ゴム事業

医療・衛生用ゴム事業では、新規開発製品の受注は堅調に推移したものの、顧客の在庫調整による影響で一部の

医療用ゴム製品の受注減が続いております。

この結果、医療・衛生用ゴム事業の連結売上高は５億３千３百万円（前年同四半期比11.1％減）となりました。ま

たセグメント利益は６千３百万円（前年同四半期比40.1％減）となりました。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債および純資産の状況

当第２四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３億５千万円減少し、74億８百万円となりまし

た。その主な要因は、借入金の返済に伴う現金及び預金の減少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３億７千万円減少し、45億２千７百万円となりました。その主な要因は、借入金

の返済及び未払法人税等の支払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２千万円増加し、28億８千１百万円となりました。その主な要因は、その他有

価証券評価差額金の減少があったものの、利益剰余金及び為替換算調整勘定が増加したことによるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況

当第２四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、前第２四半期連結会計期間末に比べて１

億９千３百万円減少の７億４千４百万円となりました。

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８千７百万円の収入（前年同四半期は３億４千４百万円の収入）となりまし

た。

これは主に法人税等の支払額１億２千９百万円（前年同四半期は２千万円）、仕入債務の減少額４千２百万円（前

年同四半期は８千２百万円の減少）があったものの、減価償却費１億７千２百万円（前年同四半期は１億７千６百万

円）、売上債権の減少額７千３百万円（前年同四半期は１億１千９百万円の減少）等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、２億４千５百万円の支出（前年同四半期は２億２千２百万円の支出）とな

りました。

これは主に有形固定資産の取得による支出２億４千９百万円（前年同四半期は９千８百万円の支出）等によるもの

であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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１億７千８百万円の支出（前年同四半期は３億３千１百万円の支出）となり

ました。

これは主に、長期借入れによる収入４億円（前年同四半期は３億円の収入）があったものの、長期借入金の返済に

よる支出５億３千８百万円（前年同四半期は４億４千８百万円の支出）によるものであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

連結業績予想につきましては、平成24年11月８日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しました第２四半

期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

（１）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２四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。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,259,208 1,921,740

受取手形及び売掛金 1,169,530 1,095,697

商品及び製品 139,753 147,496

仕掛品 169,505 183,897

原材料及び貯蔵品 74,037 79,625

その他 96,786 116,619

貸倒引当金 △1,283 △1,209

流動資産合計 3,907,537 3,543,867

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,259,027 1,220,336

機械装置及び運搬具（純額） 864,564 894,933

土地 900,782 900,782

その他（純額） 125,528 166,368

有形固定資産合計 3,149,903 3,182,420

無形固定資産 5,537 5,298

投資その他の資産

その他 687,474 671,712

貸倒引当金 △3,422 △3,422

投資その他の資産合計 684,052 668,290

固定資産合計 3,839,492 3,856,009

繰延資産 11,904 9,049

資産合計 7,758,935 7,408,926

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 841,355 795,772

短期借入金 33,332 19,806

1年内返済予定の長期借入金 1,039,014 1,063,902

未払法人税等 133,111 17,767

その他 391,630 311,308

流動負債合計 2,438,442 2,208,557

固定負債

長期借入金 1,843,223 1,679,778

退職給付引当金 404,744 425,095

役員退職慰労引当金 197,722 203,391

その他 13,758 10,976

固定負債合計 2,459,448 2,319,241

負債合計 4,897,890 4,527,798
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30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 1,958,003 1,975,724

自己株式 △45,335 △45,534

株主資本合計 2,887,507 2,905,030

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,681 11,674

為替換算調整勘定 △49,144 △35,575

その他の包括利益累計額合計 △26,462 △23,901

純資産合計 2,861,044 2,881,128

負債純資産合計 7,758,935 7,408,926
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

売上高 2,374,114 2,407,095

売上原価 1,761,681 1,765,623

売上総利益 612,433 641,471

販売費及び一般管理費 553,574 553,142

営業利益 58,859 88,329

営業外収益

受取利息 1,372 940

受取配当金 2,008 1,884

受取手数料 1,686 2,055

雑収入 18,152 1,853

営業外収益合計 23,220 6,734

営業外費用

支払利息 17,769 14,970

為替差損 16,741 10,380

雑支出 9,454 5,323

営業外費用合計 43,965 30,674

経常利益 38,114 64,389

特別利益

固定資産売却益 188 257

受取保険金 80,238 －

特別利益合計 80,427 257

特別損失

固定資産売却損 37 21

固定資産除却損 24,387 2,111

投資有価証券評価損 7,388 7,428

災害による損失 33,084 －

特別損失合計 64,897 9,562

税金等調整前四半期純利益 53,644 55,084

法人税等 38,710 14,619

少数株主損益調整前四半期純利益 14,933 40,465

四半期純利益 14,933 40,465
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 14,933 40,465

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,872 △11,007

為替換算調整勘定 14,313 13,568

その他の包括利益合計 8,440 2,560

四半期包括利益 23,374 43,026

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23,374 43,026

－6－

㈱朝日ラバー （5162） 平成25年３月期第２四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第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)

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 53,644 55,084

減価償却費 176,461 172,426

貸倒引当金の増減額（△は減少） △149 △77

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,902 20,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,343 5,669

受取利息及び受取配当金 △3,381 △2,825

支払利息 17,769 14,970

為替差損益（△は益） 3,856 △393

有形固定資産売却損益（△は益） △151 △235

有形固定資産除却損 24,387 2,111

投資有価証券評価損益（△は益） 7,388 7,428

受取保険金 △80,238 －

災害損失 33,084 －

売上債権の増減額（△は増加） 119,363 73,551

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,730 △27,304

仕入債務の増減額（△は減少） △82,370 △42,675

未払消費税等の増減額（△は減少） 19,535 △24,726

その他 16,902 △24,814

小計 324,618 228,540

利息及び配当金の受取額 3,711 2,631

利息の支払額 △17,486 △14,940

保険金の受取額 80,238 －

災害損失の支払額 △58,150 －

法人税等の還付額 31,888 525

法人税等の支払額 △20,068 △129,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 344,751 87,435

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 △1,006,131 △1,175,000

定期預金の払戻による収入 886,000 1,184,197

有形固定資産の取得による支出 △98,232 △249,712

投資有価証券の取得による支出 △2,346 △1,811

その他 △1,861 △3,487

投資活動によるキャッシュ・フロー △222,571 △245,814

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） △164,000 △13,239

長期借入れによる収入 300,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △448,764 △538,685

配当金の支払額 △13,527 △22,431

自己株式の取得による支出 △135 △198

その他 △4,917 △4,438

財務活動によるキャッシュ・フロー △331,345 △178,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,998 8,518

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △204,167 △328,852

現金及び現金同等物の期首残高 1,142,526 1,073,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 938,359 744,468
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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23年４月１日 至平成23年９月30日）

１．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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び提出会社の管理部門に係る費用でありま

す。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第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）

１．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

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び提出会社の管理部門に係る費用でありま

す。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

工業用ゴム
事業（千円）

医療・衛生用ゴム
事業（千円）

合計（千円）

売上高

外部顧客への売上高 1,774,147 599,967 2,374,114

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 1,774,147 599,967 2,374,114

セグメント利益 67,178 106,525 173,703

利益 金額（千円）

報告セグメント計 173,703

全社費用（注） △114,844

四半期連結損益計算書の営業利益 58,859

工業用ゴム
事業（千円）

医療・衛生用ゴム
事業（千円）

合計（千円）

売上高

外部顧客への売上高 1,873,990 533,105 2,407,095

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 1,873,990 533,105 2,407,095

セグメント利益 143,787 63,764 207,552

利益 金額（千円）

報告セグメント計 207,552

全社費用（注） △119,222

四半期連結損益計算書の営業利益 88,329
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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
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