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

25年3月期第3四半期 3,087 6.0 251 294.9 300 280.5 195 ―
24年3月期第3四半期 2,914 △15.1 63 △83.6 78 △74.3 △69 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 274百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △227百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 17.97 ―
24年3月期第3四半期 △6.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 6,208 2,742 41.3
24年3月期 5,970 2,577 40.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  2,564百万円 24年3月期  2,412百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 10.00 10.00

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 3,970 3.7 180 167.6 200 169.4 130 66.4 11.95



(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「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続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 
 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、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、四半期
決算短信（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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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3Q 10,937,449 株 24年3月期 10,937,449 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 62,381 株 24年3月期 60,857 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 10,875,832 株 24年3月期3Q 10,877,217 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災からの復興需要による内需の押し上げはあったものの、

ヨーロッパの金融不安や中国との軋轢により厳しい環境下で推移しました。 

 また、期後半においては政権交代により、為替の円安や株価の回復等、景気の回復感が高まっていますが、依然

として不透明な状況が続いています。  

 このような環境のもと、好調な市場のニーズを捉えた販売促進に注力し、コア技術の絶え間ない進化とコスト削

減に努めた結果、当第３四半期連結累計期間の売上高30億87百万円（前年同四半期比6.0％増）、営業利益2億51百

万円（前年同四半期比294.9％増）、経常利益3億円（前年同四半期比280.5％増）、四半期純利益1億95百万円（前

年同四半期は四半期純損失69百万円）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。 

① ヘルスケア事業 

 ヘルスケア事業は、国内市場が縮小する厳しい環境下、ウレタン製コンドームはサガミオリジナルの持続的な

ＰＲにより緩やかに伸長し、ラテックス製コンドームも新製品の投入等により売上高は堅調に推移し、19億54百

万円（前年同四半期比12.5％増）、営業利益は4億8百万円（前年同四半期比61.6％増）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、原料価格の高止まりを販売価格への転嫁が困難な中、末端ユーザーへの積極的なア

プローチを進めましたが、売上高は9億55百万円（前年同四半期比2.2％減）、営業利益は25百万円（前年同四半

期比6.5％減）となりました。 

③ その他 

 その他の事業の入浴・介護サービス等の売上高は1億78百万円（前年同四半期比11.0％減）、営業損失は9百万

円（前年同四半期は営業損失10百万円）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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2億38百万円増加し、62億8百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が2億73百万円、受取手形及び売掛金が1億37百万円増加し、商品及び製品・原材料

及び貯蔵品・仕掛品等のたな卸資産が99百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ72百万円増加し、34億65百万円となりました。これは主に、未払法人税等

が71百万円増加したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億65百万円増加し、27億42百万円となりました。これは主に、四半期

純利益1億95百万円と為替換算調整勘定が60百万円増加し、配当金1億8百万円を支払ったこと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 

 平成25年３月期の連結業績予想につきましては、第３四半期連結累計期間の連結業績において順調に推移してお

りますが、為替相場や株式市場の動向等不確定な要因もあるため変更しておりません。 

今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には、適時開示規則に従い速やかに開示いたします。 

     

（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する方法を採用して

おります。 

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

ありません。    

１．当四半期決算に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 809,233 1,082,510

受取手形及び売掛金 1,444,798 1,582,332

たな卸資産 995,418 895,508

繰延税金資産 68,681 66,906

その他 64,479 38,407

貸倒引当金 △84,992 △86,481

流動資産合計 3,297,618 3,579,182

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,757,860 1,776,775

減価償却累計額 △1,218,715 △1,243,595

建物及び構築物（純額） 539,144 533,180

機械装置及び運搬具 3,741,935 3,817,593

減価償却累計額 △3,066,764 △3,177,463

機械装置及び運搬具（純額） 675,171 640,130

土地 939,379 941,917

建設仮勘定 － 4,814

その他 217,431 211,759

減価償却累計額 △199,394 △194,029

その他（純額） 18,037 17,729

有形固定資産合計 2,171,732 2,137,772

無形固定資産   

のれん 5,134 18

その他 1,832 1,741

無形固定資産合計 6,967 1,759

投資その他の資産   

投資有価証券 352,159 346,502

繰延税金資産 84,605 85,682

その他 61,769 67,265

貸倒引当金 △4,571 △9,486

投資その他の資産合計 493,962 489,964

固定資産合計 2,672,662 2,629,496

資産合計 5,970,281 6,208,679
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 569,538 537,493

短期借入金 2,189,200 2,272,000

未払法人税等 5,005 76,683

賞与引当金 68,333 33,600

その他 234,258 268,706

流動負債合計 3,066,334 3,188,483

固定負債   

長期借入金 23,400 －

退職給付引当金 96,028 61,290

役員退職慰労引当金 196,636 205,238

資産除去債務 5,246 5,246

長期預り保証金 3,100 3,100

その他 2,500 2,500

固定負債合計 326,910 277,374

負債合計 3,393,244 3,465,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,436 547,436

資本剰余金 681,385 681,385

利益剰余金 1,934,901 2,021,563

自己株式 △18,403 △18,701

株主資本合計 3,145,319 3,231,683

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92,270 97,616

為替換算調整勘定 △824,704 △764,636

その他の包括利益累計額合計 △732,434 △667,020

少数株主持分 164,151 178,157

純資産合計 2,577,036 2,742,821

負債純資産合計 5,970,281 6,208,679
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 2,914,304 3,087,962

売上原価 2,000,531 2,038,950

売上総利益 913,772 1,049,011

販売費及び一般管理費 850,055 797,421

営業利益 63,717 251,589

営業外収益   

受取利息 341 7,443

受取配当金 9,370 9,051

作業くず売却益 8,908 12,711

為替差益 － 16,020

その他 23,944 11,746

営業外収益合計 42,564 56,974

営業外費用   

支払利息 11,000 8,030

為替差損 16,179 －

その他 125 0

営業外費用合計 27,305 8,031

経常利益 78,976 300,533

特別利益   

固定資産売却益 92 166

特別利益合計 92 166

特別損失   

固定資産除売却損 860 6,482

投資有価証券評価損 45,961 11,016

特別退職金 57,127 －

特別損失合計 103,950 17,498

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（△）

△24,881 283,201

法人税等 39,194 79,029

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△64,075 204,172

少数株主利益 5,354 8,743

四半期純利益又は四半期純損失（△） △69,429 195,428
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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 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△64,075 204,172

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,225 5,346

為替換算調整勘定 △162,174 65,330

その他の包括利益合計 △163,400 70,676

四半期包括利益 △227,476 274,849

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △217,271 260,842

少数株主に係る四半期包括利益 △10,204 14,006
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

相模ゴム工業㈱（5194）　平成25年３月期　第３四半期決算短信

- 7 -




