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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6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
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 ％

31年3月期第1四半期 1,601 6.4 395 △9.4 377 △3.1 257 △11.9

30年3月期第1四半期 1,505 6.6 436 13.7 388 △9.1 292 △6.4

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　229百万円 （△19.9％） 30年3月期第1四半期　　287百万円 （△17.6％）

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

31年3月期第1四半期 23.75 ―

30年3月期第1四半期 26.93 ―

(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 ％

31年3月期第1四半期 14,514 6,406 42.2

30年3月期 15,235 6,288 39.4

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 6,124百万円 30年3月期 6,005百万円

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

30年3月期 ― ― ― 10.00 10.00

31年3月期 ―

31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. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 3,250 9.9 900 9.2 900 4.8 650 △1.7 59.85

通期 6,500 10.0 1,800 21.8 1,800 1.6 1,300 △0.6 119.70

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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） 31年3月期1Q 10,937,449 株 30年3月期 10,937,449 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 79,360 株 30年3月期 77,998 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 10,858,795 株 30年3月期1Q 10,862,550 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

　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。



相模ゴム工業株式会社(5194) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

－ 1 －

○添付資料の目次

　

　

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………2

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………2

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………2

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………3

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………3

（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 …………………………………………5

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………7

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………7

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………7

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………7

（追加情報） ……………………………………………………………………………………………7

決算短信（宝印刷） 2018年08月08日 16時29分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



相模ゴム工業株式会社(5194) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

－ 2 －

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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しや設備投資

の増加などを背景に、緩やかな回復基調で推移しました。一方、米中をはじめとする貿易摩擦や原油価格の上昇に

より、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

このような環境のもと、当第１四半期連結累計期間の売上高は16億1百万円（前年同四半期比6.4％増）、営業利

益は3億95百万円（前年同四半期比9.4％減）、経常利益は3億77百万円（前年同四半期比3.1％減）、親会社株主に

帰属する四半期純利益は2億57百万円（前年同四半期比11.9％減）となりました。

セグメントの業績を示すと、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、ポリウレタン製コンドーム・サガミオリジナル0.01（ゼロゼロワン）の生産・販売数量を

伸長させ、サガミオリジナル0.02（ゼロゼロツー）のリニューアルを行う等、売上拡大を図りました。この結果、

売上高は12億38百万円（前年同四半期比9.8％増）、営業利益は4億84百万円（前年同四半期比1.4％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、原油・ナフサ価格の高騰による原料価格の上昇が続く中、継続的なコスト削減や販

売価格の修正を進めました。この結果、売上高は3億7百万円（前年同四半期比4.7％減）、営業利益は14百万円

（前年同四半期比66.9％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55百万円（前年同四半期比0.5%増）、営業損失は17百万円(前

年同四半期は営業損失11百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四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、前連結会計年度末比7億20

百万円減少し、145億14百万円となりました。

負債につきましては、その他に含まれる設備関係支払手形の減少等により、前連結会計年度末比8億39百万円減少

し、81億7百万円となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上等により、前連結会計年度末比1億18百万円増

加し、64億6百万円となりました。

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は2.8％増加し、42.2％（前連結会計年度末は39.4％）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

平成31年３月期の連結業績予想につきましては、平成30年５月16日に発表いたしました第２四半期連結累計期間

及び通期の連結業績予想の数値から変更はありません。
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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
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,917,955 1,547,290

受取手形及び売掛金 2,580,727 2,710,278

たな卸資産 1,167,544 1,190,108

その他 185,067 231,089

貸倒引当金 △59,653 △53,744

流動資産合計 6,791,642 5,625,022

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,966,559 3,212,344

減価償却累計額 △1,386,730 △1,433,664

建物及び構築物（純額） 1,579,829 1,778,679

機械装置及び運搬具 8,057,655 8,344,457

減価償却累計額 △3,119,313 △3,167,036

機械装置及び運搬具（純額） 4,938,341 5,177,421

土地 1,107,487 1,104,232

建設仮勘定 45,043 4,137

その他 242,324 253,916

減価償却累計額 △189,202 △195,459

その他（純額） 53,121 58,456

有形固定資産合計 7,723,823 8,122,928

無形固定資産 7,887 16,659

投資その他の資産

投資有価証券 564,121 541,533

繰延税金資産 91,682 97,221

その他 71,490 126,147

貸倒引当金 △15,581 △15,332

投資その他の資産合計 711,713 749,570

固定資産合計 8,443,424 8,889,157

資産合計 15,235,066 14,514,180
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 684,646 679,241

短期借入金 4,641,840 4,971,373

未払法人税等 288,544 124,754

賞与引当金 78,820 124,552

その他 2,006,971 906,520

流動負債合計 7,700,822 6,806,441

固定負債

長期借入金 829,155 871,351

役員退職慰労引当金 321,317 329,038

退職給付に係る負債 87,344 93,572

資産除去債務 5,345 5,345

長期預り保証金 1,400 1,400

その他 1,502 600

固定負債合計 1,246,064 1,301,309

負債合計 8,946,886 8,107,751

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 5,281,634 5,430,895

自己株式 △31,147 △34,246

株主資本合計 6,479,309 6,625,470

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 257,972 241,141

為替換算調整勘定 △732,189 △742,053

その他の包括利益累計額合計 △474,216 △500,912

非支配株主持分 283,087 281,870

純資産合計 6,288,179 6,406,428

負債純資産合計 15,235,066 14,514,180
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

売上高 1,505,042 1,601,093

売上原価 752,462 868,941

売上総利益 752,580 732,151

販売費及び一般管理費 316,437 337,046

営業利益 436,142 395,105

営業外収益

受取利息 655 381

受取配当金 6,573 8,035

作業くず売却益 3,105 2,779

その他 4,312 2,843

営業外収益合計 14,646 14,040

営業外費用

支払利息 2,710 3,152

為替差損 58,649 28,984

その他 542 0

営業外費用合計 61,903 32,137

経常利益 388,886 377,008

特別利益

固定資産売却益 － 106

特別利益合計 － 106

特別損失

固定資産除売却損 0 72

特別損失合計 0 72

税金等調整前四半期純利益 388,886 377,042

法人税等 90,361 117,458

四半期純利益 298,525 259,584

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,957 1,728

親会社株主に帰属する四半期純利益 292,567 257,855
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30年６月30日)

四半期純利益 298,525 259,584

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 34,400 △16,831

為替換算調整勘定 △45,684 △12,810

その他の包括利益合計 △11,284 △29,641

四半期包括利益 287,240 229,942

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 286,308 231,160

非支配株主に係る四半期包括利益 932 △1,217
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（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１四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。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。
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