
店 

平成１４年３月期   中間決算短信（連結） 
平成１３年１１月２７日 

会 社 名 株式会社 朝日ラバー 登録銘柄 

コード番号 ５１６２ 本社所在都道府県 埼玉県 

本店所在地 埼玉県さいたま市土手町２丁目７番２ 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 

       氏 名 中 沢  章 二  ＴＥＬ ０４８－６５０－６０５１ 

決算取締役会開催日   平成１３年１１月２７日   

親会社名  －  （コード番号  －） 親会社おける当社の株式保有比率 －％ 

１．平成１３年９月中間期の連結業績（平成１３年４月１日～平成１３年９月３０日） 

（１）連結経営成績            （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

平成１３年９月中間期   1,494   (△16.8)     22   (△87.6)     14   (△92.5) 

平成１２年９月中間期   1,796   (   －)    180   (   －)    188   (   －) 

平成１３年３月期   3,582      315      336   

 

１ 株 当 た り 中 間 潜 在 株 式 調 整 後  
中 間（当 期）純 利 益 

（当 期）純 利 益 １株当たり中間(当期)純利益

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 

平成１３年９月中間期    △ 9    △ 2 08 － 

平成１２年９月中間期    106  (    －)  28 58 － 

平成１２年３月期    189     42 34 － 

(注)１．持分法投資損益 平成１３年９月中間期 －百万円 平成１２年９月中間期 －百万円 

 平成１３年３月期   －百万円 

２．期中平均株式数（連結） 平成１３年９月中間期 4,473,991 株 平成１２年９月中間期 3,731,419 株 

平成１３年３月期   4,474,505 株 

  ３．会計処理の方法の変更  有 ・ 無 

４．売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減

率であります。 

（２）連結財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％    円  銭 

平成１３年９月中間期 5,232 2,298 43.9 513 87 

平成１２年９月中間期 3,865 2,278 59.0 610 76 

平成１３年３月期 4,084 2,348 57.5 524 39 

(注) 期末発行済株式数（連結） 平成１３年９月中間期 4,472,108 株 平成１２年９月中間期 3,731,420

株 

平成１３年３月期   4,477,680 株  

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 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

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

平成１３年９月中間期 31 △ 400 1,282 1,360 

平成１２年９月中間期 137 △ 125 △ 6 112 

平成１３年３月期 426 △ 163 74 446 

(４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  ２社  持分法適用非連結子会社数 －社  持分法適用関連会社数  －社 

(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)  －社  (除外)  －社  持分法(新規)  －社  (除外)  －社 

２．平成１４年３月期の連結業績予想（平成１３年４月１日～平成１４年３月３１日） 

 
売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益

 百万円 百万円 百万円



－  － 1

通  期 3,140 120 46 

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 10 円 28 銭 
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１.企業集団の状況 

当企業集団は、親会社である株式会社朝日ラバーおよび子会社２社より構成されており、工業用ゴ

ム製品および医療・衛生用ゴム製品の製造・販売事業ならびにこれらに付帯する事業を営んでおりま

す。 

事業内容と各社の当該事業にかかる位置付けは、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．経 営 方 針 

 （１）経営の基本方針 

当社は創業以来、独立系のゴム製品メーカーとして、｢お客様に本当に喜んでいただける魅力あ

る製品、サービスを提供する｣ことを通じて社会に貢献しつつ、事業拡大、業績向上に向けて、絶

え間ない経営の革新を図るとともに、株主・投資家の方々の信頼と信用ある企業づくりを目指す

ことを基本理念としてまいりました。この基本理念にもとづき、お客様第一の営業活動、独自性

のある製品づくりを目指してのたゆまない研究開発活動、技術力を駆使しての高品質で競争力の

あるものづくりに取り組んでおります。 

また、これら諸活動を支える原点として、社員一人ひとりの個性を尊重した若さあふれる企業

風土の形成を推進しております。 

当グループの経営につきましても、上記の基本理念に立脚し個々の企業の使命を果たすととも

に、経営資源の相互補完と有機的結合により朝日ラバーグループとしての総合力をいかんなく発

揮してまいります。 

㈱朝日ラバー 

工業用ゴム製品の製造・販売 

 
・ ・工業用ゴム製品事業  

・ ・医療用ゴム製品事業  

・ ・そ の 他 の 事 業 

研究委託 

㈱ファインラバー研究所 

ゴム・プラスチックに関する研究 

ARI INTERNATIONAL 

CORPORATION 

工業用ゴム製品の販売 

国
内
・ア
ジ
ア
・
北
米
・欧
州
・
中
南
米
の
得
意
先 
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（２）利益配分に関する基本方針 

前記の経営基本方針のもと、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題と位置付けてお

り、株主資本の充実と長期的な収益力の維持・向上、ならびに業績に裏付けられた適正な利益配

分の継続を基本方針としております。 

また、内部留保資金につきましては、事業の拡大や、今後予想される急速な技術革新への対応

と競争力強化のための設備投資に充てることにより、業績の向上、財務体質の強化を図るなど、

株主の皆様のご期待に沿うべく努力してまいります。 

（３）中長期的な経営戦略 

米国経済の減速影響、国内景気の低迷、製造業の海外生産シフトの加速等厳しい環境が予測さ

れますが、当グループは「成長分野への積極的な資源集中による事業拡大」「経営機能の強化と

スピードを高めた実践による収益力強化」「リジェクト、リデュース、リユース、リサイクルを

主体とした環境保護活動」および「株主、取引先、地域社会からの一層の信頼向上」を基本とし

た中期経営計画の策定をしております。 

（４）会社が対処すべき課題 

当グループを取り巻く環境は引き続き厳しいものと予測されますが、｢お客様満足度の向上｣を

核とした事業活動によって、今後の成長戦略を策定し、経営資源の効率的投入を図り、安定的な

成長力を持続していきたいと考えております。 

具体的には、お客様満足度の向上を目指しマーケティング強化による市場ニーズの的確な把握、

製品開発のスピードアップを図るとともに、きめの細かいサービスに努めてまいります。さらに

は、認証取得済みの ISO9001：2000 版への移行準備を進めており、昨年３月認証取得の ISO14001

とともにお客様満足に向けた品質の向上と、環境保全に配慮した企業活動を進めてまいります。 
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３．経 営 成 績 

 （１）当期の概況 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速に端を発した世界的なＩＴ不況の影

響を受け、製造業を中心に企業の景況感は急速に悪化の一途をたどることになりました。 

また過去 高の完全失業率の記録や所得の伸び悩みによる先行き不安感からの消費停滞は深刻な

需要不足に陥り、さらにこの需要不足は物価や資産価値の下落を招き、景気後退色の様相を一層深

めてまいりました。 

当社グループを取り巻く環境におきましても、電子機器、通信機器関連製品の消費低迷、ＩＴ関

連業界における在庫調整、生産量低下および価格競争の激化などにより、大変厳しい状況となりま

した。 

このような環境のもとで、当社グループといたしましては総力をあげて売上高の確保に努めると

ともに、新規製品開発、一層の経費抑制をはじめとする諸施策を推進してまいりました。 

しかしながら、当中間連結会計期間の連結売上高は 14 億９千４百万円（前年同期比 16.8％減）、

経常利益は１千４百万円（前年同期比 92.5％減）、中間純損失は９百万円となりました。 

 

主要製品群別の概況は、以下のとおりであります。 

 

[工業用ゴム事業] 

<彩色用ゴム製品> 

当社独自開発製品のアサカラーは、主要用途が車載用の小型電球彩色用のゴムであることから、

車載機器の光源が電球からＬＥＤ化への変化に伴い、その売上減少を予測しており、連結売上高は

５億２千２百万円（前年同期比 17.7％減）となりました。 

 

<弱電用高精密ゴム製品> 

電子機器、情報通信関連機器向けの弱電用高精密ゴム製品は、携帯電話やパソコン向けのゴム製

品、電池用ゴム製品等がＩＴ不況による在庫調整、生産調整の影響を大きく受け、連結売上高は４

億９千万円（前年同期比 21.1％減）となりました。 

 

<文房具用ゴム製品> 

文房具用ゴム製品は、販売努力によるシェア拡大により、連結売上高は３千３百万円（前年同期

比 8.0％増）となりました。 

 

<スポーツ用ゴム製品> 

スポーツ用ゴム製品は、高品質・高級製品を中心とした受注拡大により、連結売上高は１億１千

１百万円（前年同期比 73.1％増）となりました。 

 

<その他の工業用ゴム製品> 

その他の工業用ゴム製品は、受注拡大努力をしたものの、連結売上高は１億７百万円（前期比

34.5％減）となりました。 

 

以上の結果、工業用ゴム事業としての連結売上高は 12 億６千７百万円（前期比 16.5％減）とな
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りました。 

 

 [医療・衛生用ゴム事業] 

<医療・衛生用ゴム製品> 

医療用ゴム製品は、期中における新規製品の量産化があったものの、前期末のインフルエンザ流

行を見越した増産の影響を受け、連結売上高は前期比 3.7％減となりました。 

また、衛生性、通気性、衝撃吸収性を追及した衛生用ゴム製品は、臨床期間中としての試作品提

供となりました。 

以上の結果、医療・衛生用ゴム事業としての連結売上高は２億６百万円（前期比 3.7％減）とな

りました。 

 

 [その他]  

<その他> 

電子時計用ゴム製品、新技術を生かした複合製品、その他の開発品は需要減退の影響を受けまし

た。 

以上の結果、その他としての連結売上高は２千万円（前期比 67.5％減）となりました。 

 

 （２）通期の見通し 

通期の業績見通しにつきましては、米国の同時多発テロの影響、ＩＴ関連商品の大幅な需要減、

国内個人消費の一層の低迷など、経営環境は一段と厳しい状況になるものと予測しております。 

このような中、当社の特色の一つである色調管理技術を生かしたＬＥＤホワイトキャップの販売、

衛生性に優れたサポラス、高機能な複合製品などの市場投入を開始いたします。 

通期の見通しといたしましては、下半期の経営環境の厳しさ、来期以降を見据えた設備投資によ

る減価償却負担などの影響を織り込み、売上高 31 億４千万円、経常利益１億２千万円、当期純利

益４千６百万円を見込んでおります。 
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４.中間連結財務諸表等 

中間連結貸借対照表         （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間末 

（平成12年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末 

（平成13年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成13年３月31日現在） 

区  分  金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

（資産の部）   ％ ％  ％

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   375,384 1,739,737  691,237

２ 受取手形及び売掛金   1,329,870 1,074,846  1,253,073

３ たな卸資産   142,829 141,020  146,013

４ その他   68,395 71,622  52,235

貸倒引当金   △  5,297 △  2,845  △    4,988

流動資産合計   1,911,182 49.4 3,024,382 57.8  2,137,571 52.3

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1)建物及び構築物   723,886 674,942  694,680

(2)機械装置及び運搬
具 

  282,056 415,472  305,694

(3)土地   554,519 557,945  554,519

(4)その他   100,865 229,519  93,443

有形固定資産合計   1,661,328 1,877,879  1,648,338

２ 無形固定資産   9,346 7,425  8,326

３ 投資その他の資産    

(1)投資その他の資産   301,459 332,415  308,049

貸倒引当金   △  18,260 △  18,260  △   18,260

投資その他の資産合
計 

  283,199 314,155  289,789

固定資産合計   1,953,875 50.6 2,199,461 42.0  1,946,454 47.7

Ⅲ 繰延資産   － － 9,124 0.2  － －

資産合計   3,865,058 100.0 5,232,968 100.0  4,084,026 100.0
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    （単位：千円）

  
前中間連結会計期間末 

（平成12年９月30日現在） 
当中間連結会計期間末 

（平成13年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成13年３月31日現在） 

区  分  金  額 構成比 金  額 構成比 金額 構成比

（負債の部）   ％ ％  ％

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛
金   455,221 362,811  474,478

２ 短期借入金   298,600 650,000  221,880

３ 一年内返済予定の
長期借入金 

  95,638 254,296  162,072

４ 未払法人税等   101,902 3,852  92,600

５ その他   227,245 329,898  270,364

流動負債合計   1,178,607 30.5 1,600,859 30.6  1,221,396 29.9

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   － 700,000  －

２ 長期借入金   178,330 394,369  272,794

３ 退職給付引当金   131,321 136,471  140,984

４ 役員退職慰労引当
金   97,046 103,202  100,124

５ その他   774 －  686

固定負債合計   407,472 10.5 1,334,042 25.5  514,589 12.6

負債合計   1,586,079 41.0 2,934,901 56.1  1,735,985 42.5

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   479,350 12.4 479,350 9.2  479,350 11.7

Ⅱ 資本準備金   420,590 10.9 420,590 8.0  420,590 10.3

Ⅲ 連結剰余金   1,370,780 35.4 1,399,510 26.7  1,453,595 35.6

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

  10,633 0.3 5,785 0.1  1,946 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定   △  1,841 △ 0.0 △  1,753 △ 0.0  △  7,007 △ 0.2

   2,279,512 59.0 2,303,482 44.0  2,348,475 57.5

Ⅵ 自己株式   △   534 △ 0.0 △  5,415 △ 0.1  △      434 △ 0.0

資本合計   2,278,978 59.0 2,298,066 43.9  2,348,041 57.5

負債及び資本合計   3,865,058 100.0 5,232,968 100.0  4,084,026 100.0
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中間連結損益計算書          （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日） 

区  分  金  額 百分比
（％）

金  額 百分比
（％）

金  額 百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,796,260 100.0 1,494,112 100.0  3,582,813 100.0

Ⅱ 売上原価   1,142,137 63.6 1,012,502 67.8  2,322,031 64.8

売上総利益   654,123 36.4 481,610 32.2  1,260,782 35.2

Ⅲ 販売費及び一般管理
費   473,855 26.4 459,273 30.7  945,294 26.4

営業利益   180,267 10.0 22,336 1.5  315,487 8.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 補助金等収入  6,598 2,000 11,600 

２ 受取手数料  477 796 957 

３ 為替差益  2,567 － 15,263 

４ 雑収入  2,624 12,268 0.7 2,460 5,256 0.3 6,689 34,510 1.0

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  4,131 5,065 8,819 

２ 社債発行費償却  － 1,825 － 

３ 為替差損  － 6,098 － 

４ 雑支出  269 4,400 0.2 540 13,529 0.9 4,383 13,202 0.4

経常利益   188,135 10.5 14,064 0.9  336,796 9.4

Ⅵ 特別利益    

  貸倒引当金戻入益  675 675 0.0 2,192 2,192 0.2 984 984 0.0

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損  1,130 7,296 1,170 

２ 投資有価証券評価
損  － 15,217 － 

３ 退職給付会計移行
時差異  4,526 － 4,526 

４ その他  160 5,816 0.3 － 22,513 1.5 167 5,864 0.1

税金等調整前中間
(当期)純利益 

  182,994 10.2 △ 6,257 △ 0.4  331,915 9.3

法人税、住民税及び
事業税 

 101,070 2,192 165,850 

法人税等調整額  △ 24,719 76,350 4.3 858 3,050 0.2 △ 23,392 142,457 4.0

中間（当期）純利益   106,643 5.9 △ 9,308 △ 0.6  189,458 5.3
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中間連結剰余金計算書         （単位：千円） 

区  分  
前中間連結会計期間 

（自 平成12年４月１日 
至 平成12年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 

（自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日）

    

Ⅰ 連結剰余金期首残高  1,310,779 1,453,595  1,310,779

Ⅱ 連結剰余金減少高   

配当金  46,642 46,642 44,776 44,776 46,642 46,642

Ⅲ 中間（当期）純利益  106,643 △ 9,308  189,458

Ⅳ 連結剰余金中間期末
（期末）残高 

 1,370,780 1,399,510  1,453,595
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中間連結キャッシュ・フロー計算書       （単位：千円） 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成12年４月１日
至 平成12年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日) 

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書 
(自 平成12年４月１日
至 平成13年３月31日)

区  分  金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

    

税金等調整前中間(当期)純
利益 

 182,994 △  6,257 331,915 

減価償却費  91,956 93,281 196,651 

社債発行費償却  － 1,825 － 

貸倒引当金の減少額  △   675 △  2,143 △   984 

退職給与引当金の減少額  △ 117,769 － △ 117,769 

退職給付引当金の増減額  131,321 △  4,513 140,984 

役員退職慰労引当金の増加
額 

 3,018 3,078 6,096 

受取利息及び受取配当金  △  1,226 △   603 △  2,361 

支払利息  4,131 5,065 8,819 

有形固定資産売却損  160 － 167 

有形固定資産除却損  1,130 7,296 1,170 

投資有価証券評価損  － 15,217 － 

売上債権の増減額  △ 152,008 179,948 △  73,368 

たな卸資産の減少額  23,040 5,566 20,278 

仕入債務の増減額  4,027 △ 109,993 16,501 

未払消費税等の増減額  20,419 △  28,446 28,386 

その他  25,897 △  31,406 25,941 

小計  216,417 127,915 582,429 

利息及び配当金の受取額  1,141 659 2,383 

利息の支払額  △  3,913 △  5,508 △  8,538 

法人税等の支払額  △  76,052 △  91,629 △ 150,135 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 137,593 31,437 426,140 
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  （単位：千円）

  
前中間連結会計期間 

(自 平成12年４月１日
至 平成12年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成13年４月１日
至 平成13年９月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フ
ロー計算書 
(自 平成12年４月１日
至 平成13年３月31日)

区  分  金  額 金  額 金  額 

Ⅱ 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  △ 211,213 △ 470,408 △ 537,186 

定期預金の払戻による収入  202,839 336,003 546,198 

有形固定資産の取得による
支出 

 △ 129,912 △ 228,960 △ 177,254 

有形固定資産の売却による
収入 

 19,776 － 21,442 

無形固定資産の取得による
支出 

 △  2,206 － △  2,224 

投資有価証券の取得による
支出 

 △  3,051 △  31,268 △  6,101 

その他  △  2,073 △  6,348 △  8,048 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △ 125,843 △ 400,982 △ 163,174 

     

Ⅲ 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  128,600 428,120 51,880 

長期借入れによる収入  － 450,000 230,000 

長期借入金の返済による支
出 

 △  89,359 △ 236,201 △ 158,461 

社債の発行による収入  － 689,050 － 

配当金の支払額  △  45,308 △  44,141 △  45,534 

その他  △   216 △  4,519 △   3,666 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △  6,284 1,282,307 74,218 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 664 1,338 2,135 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  6,130 914,101 339,319 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 106,786 446,106 106,786 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高 

 112,917 1,360,207 446,106 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1）連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

ARI INTERNATIONAL  

CORPORATION 

㈱ファインラバー研究所

 

同左 

 

 

 

同左 

 

 

 (2) 非連結子会社はありませ

ん。 

同左 同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

(1) 持分法を適用した非連結子

会社又は関連会社はありま

せん。 

同左 

 

同左 

 

 (2) 持分法を適用しない非連結

子会社又は関連会社はあり

ません。 

同左 同左 

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項 

 連結子会社のうちARI 

INTERNATIONAL CORPORATIONの

中間決算日は、平成13年６月30

日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。

ただし、平成13年７月１日から

中間連結決算日平成13年９月30

日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 連結子会社のうちARI 

INTERNATIONAL CORPORATIONの

中間決算日は、平成14年６月30

日であります。 

 中間連結財務諸表の作成に当

たっては、同決算日現在の中間

財務諸表を使用しております。

ただし、平成14年７月１日から

中間連結決算日平成14年９月30

日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

 連結子会社のうちARI 

INTERNATIONAL CORPORATIONの

決算日は、平成13年12月31日で

あります。 

 連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、

平成14年１月１日から連結決算

日平成14年３月31日までの期間

に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行って

おります。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(イ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

(イ) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算出しておりま

す。） 

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算出しておりま

す。） 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

 ② たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

 主として総平均法によ

る原価法 

貯蔵品 

 終仕入原価法 

② たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

② たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 (ロ) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(ロ) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(ロ) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

 ① 有形固定資産 

 主として定率法及び一部

の建物（附属設備を除く）

は定額法によっておりま

す。 

 なお、耐用年数は主とし

て法人税法の規定によって

おります。 

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

 主として定額法によって

おります。 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっ

ております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

 (ハ) 重要な引当金の計上基準 (ハ) 重要な引当金の計上基準 (ハ) 重要な引当金の計上基準

 

 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上

しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当社及び国内連結

子会社は、当中間連結会計

期間末における退職給付債

務及び年金資産額に基づき

計上しております。 

② 退職給付引当金 

同左 

 

② 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備え

るため、当社及び国内連結

子会社は、当連結会計年度

末における退職給付債務及

び年金資産額に基づき計上

しております。 

 

 

 

③ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給

に充てるため、当社及び国

内連結子会社は、内規に基

づく必要額を計上しており

ます。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

 (ニ) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の基

準 

(ニ) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の基

準 

(ニ) 重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算の基

準 

  外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産

及び負債は、子会社の中間決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含

めております。 

同左  外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産

及び負債は、子会社の決算日

の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中

平均相場により円貨に換算

し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含め

て計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

 (ホ) 重要なリース取引の処理

方法 

(ホ) 重要なリース取引の処理

方法 

(ホ) 重要なリース取引の処理

方法 

  当社及び国内連結子会社

は、リース物件の所有権が借

主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっており、在外

連結子会社については、主と

して通常の売買取引に準じた

会計処理によっております。

同左 同左 

 (へ) 重要なヘッジ会計の方法 (へ) 重要なヘッジ会計の方法 (へ) 重要なヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たして

いる金利スワップ取引以外は

行っていないため、特例処理

によっております。 

同左 同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利スワップ 

 ヘッジ対象…借入金 

同左 同左 

 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

  ヘッジ対象に係る金利変動

リスクに対して、特例処理の

要件を満たす範囲内において

ヘッジしております。 

同左 同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  取引開始時に特例処理の要

件を満たしていることを評価

し、期末毎にその取引に変更

がないことを確認することに

より有効性の評価を省略して

おります。 

同左 同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 

至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

 (ト) その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる重要

な事項 

(ト) その他中間連結財務諸表

作成のための基本となる重要

な事項 

(ト) その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事

項 

 ① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっておりま

す。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

① 消費税等の会計処理 

同左 

 ② 法人税等の会計処理 

 中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整

額は、当期において予定し

ている利益処分による特別

償却準備金の積立て及び取

崩しを前提として、当中間

連結会計期間に係る金額を

計算しております。 

② 法人税等の会計処理 

同左 

② 法人税等の会計処理 

          

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計

算書）における資金の

範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー

計算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、随

時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。 

同左  連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金

同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換

金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日） 

            （自己株式及び法定準備金取崩等会

計） 

 当中間連結会計期間から「自己株

式及び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」（企業会計基準第１号）

を適用しております。これによる当

中間連結会計期間の損益に与える影

響はありません。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の資本の部

及び中間連結剰余金計算書について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成13年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成14年９月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成14年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

2,072,951千円 2,284,838千円 2,182,039千円

※２ 担保に供している資産並びに被担

保債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産並びに被担

保債務は次のとおりであります。 

※２ 担保に供している資産並びに被担

保債務は次のとおりであります。 

（担保資産） （担保資産） （担保資産） 
  

建物及び構築物 404,275千円 

土地 471,680千円 

投資その他の資産 2,394千円 

計 878,349千円 
  

  
建物及び構築物 397,014千円

土地 172,180千円

計 569,195千円
  

  
建物及び構築物 385,530千円

土地 172,180千円

計 557,711千円
 

（被担保債務） （被担保債務） （被担保債務） 
  

短期借入金 115,000千円

一年内返済予定の
長期借入金 

21,392千円

長期借入金 78,608千円

計 215,000千円
 

  
一年内返済予定の
長期借入金 

59,701千円

長期借入金 102,069千円

計 161,770千円
 

 
一年内返済予定の
長期借入金 

11,764千円

長期借入金 155,888千円

計 167,652千円
 

※３ 中間連結会計期間末日満期手形 ※３              ※３ 期末日満期手形 

 中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会

計期間の末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当中間連

結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。 

  期末日満期手形の会計処理につい

ては、当連結会計年度末日は金融機

関の休日でありましたが、満期日に

決済が行われたものとして処理して

おります。期末日満期手形の金額

は、次のとおりであります 

  
受取手形 44,921千円

支払手形 79,561千円
  

  
 

 
  

  
受取手形 34,418千円

支払手形 77,861千円
  

※４ 国庫補助金受入れによる有形固定

資産の圧縮記帳累計額は14,295千円

（機械装置及び運搬具11,734千円、

有形固定資産のその他2,561千円）で

あり、取得価額より減額しておりま

す。 

※４      同左 ※４      同左 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年４月１日 

至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要

な費目及び金額は次のとおりであり

ます。 
  

給与手当 186,439千円

研究開発費 57,061千円
  

  
給与手当 175,711千円

研究開発費 56,845千円
  

  
給与手当    347,242千円

研究開発費 109,048千円
  

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のと

おりであります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のと

おりであります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のと

おりであります。 
  

建物及び構築物 7,167千円 

有形固定資産のその
他 

128千円 

計 7,296千円 
  

  
機械装置及び運搬具 1,844千円

有形固定資産のその
他 

247千円

計 2,092千円
  

  
建物及び構築物 7,167千円

機械装置及び運搬具 3,250千円

有形固定資産のその
他 

225千円

計 10,644千円
  

   

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年４月１日 

至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

（平成13年９月30日現在） （平成14年９月30日現在） （平成14年３月31日現在）
  
現金及び預金勘定 1,739,737千円

流動資産のその他
（有価証券） 

12,061千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△391,591千円

現金及び現金同等物 1,360,207千円
  

  
現金及び預金勘定 1,112,384千円

流動資産のその他
（有価証券） 

30,005千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△291,710千円

現金及び現金同等物 850,679千円
  

  
現金及び預金勘定 1,108,612千円

流動資産のその他
（有価証券） 

30,005千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金 

△226,757千円

現金及び現金同等物 911,860千円
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（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成13年４月１日 

至 平成13年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成13年４月１日 

至 平成14年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高相

当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相当額

  

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

有形固定
資産のそ
の他 

62,288 22,486 39,802 

無形固定
資産 

87,118 41,101 46,016 

合計 149,406 63,588 85,818 

  

  

 

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

有形固定
資産のそ
の他 

69,950 35,023 34,926

無形固定
資産 

88,518 58,465 30,053

合計 158,468 93,489 64,979

  

  

 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

有形固定
資産のそ
の他 

69,950 28,563 41,386

無形固定
資産 

88,518 49,748 38,770

合計 158,468 78,312 80,156

  
 なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しております。 

同左  なお、取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定しております。 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 28,542千円

１年超 57,276千円

合計 85,818千円

  

  
１年内 29,750千円

１年超 35,228千円

合計 64,979千円

  

  
１年内 30,354千円

１年超 49,802千円

合計 80,156千円

  
 なお、未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

同左 なお、未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しており

ます。 

３．支払リース料、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額 
  

支払リース料 14,163千円

減価償却費相当額 14,163千円

  

  
支払リース料 15,177千円

減価償却費相当額 15,177千円

  

  
支払リース料 28,887千円

減価償却費相当額 28,887千円

  
４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

（前中間連結会計期間） （平成13年９月30日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

株式 54,343 64,166 9,822 

合計 54,343 64,166  9,822 

(注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について15,217千円減損処理を行っており

ます。 

２．時価のない有価証券の主な内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

 マネー・マネージメント・ファンド 12,061 

 

（当中間連結会計期間） （平成14年９月30日現在） 

有価証券 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

株式 89,715 105,561 15,846 

債券    

社債 2,000 2,380 380 

その他 2,000 2,034 34 

合計 93,715 109,976 16,260 

 

２．時価のない有価証券の主な内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 30,005 
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（前連結会計年度） （平成14年３月31日現在） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 53,661 62,961 9,300 

その他 2,000 2,004 4 

合計 55,661 64,965 9,304 

 (注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について17,292千円減損処理を行っております。 

 

２．時価のない有価証券の主な内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

フリー・ファイナンシャル・ファンド 30,005 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前中間連結会計期間（自平成13年４月１日 至平成13年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成14年４月

１日 至平成14年９月30日）及び前連結会計年度（自平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

 当社グループは前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれにおいても、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たす金利スワップ取引以外は行っていないため、記載を省略しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自平成13年４月１日 至平成13年９月30日） 

 
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 

1,267,038 206,309 20,764 1,494,112 － 1,494,112

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 1,267,038 206,309 20,764 1,494,112 (－) 1,494,112

営業費用 1,062,977 279,752 20,186 1,362,916 108,859 1,471,776

営業利益(又は営業
損失) 

204,061 △ 73,443 578 131,196 △108,859 22,336

 

当中間連結会計期間（自平成14年４月１日 至平成14年９月30日） 

 
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 

1,395,344 145,405 16,612 1,557,362 － 1,557,362

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 1,395,344 145,405 16,612 1,557,362 (－) 1,557,362

営業費用 1,148,457 211,834 29,870 1,390,162 108,971 1,499,134

営業利益(又は営業
損失) 

246,887 △ 66,428 △ 13,257 167,200 △108,971 58,228
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前連結会計年度（自平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

 
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 

2,473,054 392,108 42,122 2,907,285 － 2,907,285

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 2,473,054 392,108 42,122 2,907,285 (－) 2,907,285

営業費用 2,028,746 507,841 64,502 2,601,090 207,496 2,808,586

営業利益(又は営業
損失) 

444,308 △115,733 △22,380 306,194 △207,496 98,698

 （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 

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、文房具用ゴム
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 

 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は前中間連結会計期間108,859

千円、当中間連結会計期間108,971千円及び前連結会計年度207,496千円であります。その主なものは、

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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前中間連結会計期間（自平成13年４月１日 至平成13年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成14年４

月１日 至平成14年９月30日）及び前連結会計年度（平成13年４月１日 至平成14年３月31日） 

 本邦の売上高が全セグメントの売上高の合計に占める割合の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。 
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【海外売上高】 

  前中間連結会計期間（自平成13年４月１日 至平成13年９月30日） 

海外売上高が、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。 

 

  当中間連結会計期間（自平成14年４月１日 至平成14年９月30日） 

 アジア 北米 ヨーロッパ その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高  （千円） 104,819 24,203 32,900 7,414 169,338 

Ⅱ 連結売上高 （千円） － － － － 1,557,362 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合 （％） 
6.7 1.6 2.1 0.5    10.9 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次の通りであります。 

（１） アジア…………台湾、中国、韓国、タイ、マレーシア 

（２） 北米……………米国、カナダ、メキシコ 

（３） ヨーロッパ……ドイツ、アイルランド 

（４） その他の地域…コスタリカ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度（自平成13年４月１日至平成14年３月31日） 

海外売上高が、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。 



－  － 
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５.生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

工業用ゴム事業 1,374,579 10.4 

医療・衛生用ゴム事業 143,557 △ 31.4 

その他 14,045 △ 37.3 

合計 1,532,182 3.7 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

工業用ゴム事業 1,440,177 ＋21.2 184,421 ＋37.8 

医療・衛生用ゴム事業 148,238 △30.4 32,602 △11.6 

その他 16,236 △25.4 998 △77.8 

合計 1,604,653 ＋12.8 218,022 ＋24.4 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（千円） 前年同期比（％） 

工業用ゴム事業 1,395,344 ＋10.1 

医療・衛生用ゴム事業 145,405 △29.5 

その他 16,612 △20.0 

合計 1,557,362 ＋4.2 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 


