
平成23年12月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 横浜ゴム株式会社 上場取引所 東 大 名 

コード番号 5101 URL http://www.yrc.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼CEO （氏名） 南雲 忠信

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員 経理部長 （氏名） 森田 史夫 TEL 03-5400-4520
四半期報告書提出予定日 平成23年11月10日 配当支払開始予定日 平成23年11月30日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

1.  平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

23年12月期第2四半期 258,220 8.4 7,585 △8.3 2,633 △26.1 294 △75.7

23年3月期第2四半期 238,284 17.9 8,273 ― 3,562 ― 1,211 ―

（注）包括利益 23年12月期第2四半期 △4,096百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △3,759百万円 （―％）

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

23年12月期第2四半期 0.88 ―

23年3月期第2四半期 3.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

23年12月期第2四半期 492,368 164,992 32.0
23年3月期 478,915 170,871 34.2

（参考） 自己資本   23年12月期第2四半期  157,687百万円 23年3月期  163,935百万円

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

23年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00
23年12月期 ― 3.00

23年12月期（予想） ― 4.00 7.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成23年12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  ：  有  
平成23年12月期は決算期変更の経過期間となることから、通期業績予想は９ヶ月間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）の予想数値を記載しております。
そのため、対前年増減率を記載しておりません。 

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 460,000 ― 21,000 ― 15,000 ― 8,500 ― 25.37

Administrator
画像



(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  ：  無  

(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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が作成した見通しであり、実際の業績は、今後の様々な要因によっ
て予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他

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） 23年12月期2Q 342,598,162 株 23年3月期 342,598,162 株

② 期末自己株式数 23年12月期2Q 7,543,286 株 23年3月期 7,533,081 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期2Q 335,059,958 株 23年3月期2Q 335,093,718 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（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（平成 23年 4 月 1日～平成 23 年 9 月 30 日）における世界経済は、緩やかな成長を維

持しつつも、欧州債務国問題や米国の景気減速懸念など、一部に不安定な要素を含みながら推移しました。一方、

わが国の経済は、東日本大震災により寸断されたサプライチェーンが回復し、懸念されていた夏場の電力供給不安

も国民一丸となった節電努力により克服し、震災以降、大幅に回復しました。 

タイヤ業界は、原材料価格の高騰や円高の様相を呈する為替相場に見舞われました。しかし、国内外の活発な需

要に支えられ、市場は堅調に推移しました。今後は、タイで発生した洪水による自動車生産減のタイヤ業界に与え

る派生的な影響が懸念されております。 

こうした状況のもと、当社グループは、持続的な成長を目指し、積極的な営業活動に取り組んでまいりました。

この結果、当第 2 四半期連結累計期間の連結売上高は 2,582 億 20 百万円（前年同期比 8.4％増）、連結営業利益

は 75 億 85百万円（前年同期比 8.3%減）、連結経常利益は 26 億 33百万円（前年同期比26.1％減）、連結四半期純

利益は 2 億 94 百万円（前年同期比 75.7％減）となりました。タイヤ事業の売上高は、2,046 億 56 百万円（前年同

期比 10.7％増）、営業利益は 59 億 78百万円（前年同期比 2.0%減）となりました。国内では、震災の影響から新車

用タイヤの販売が落ち込みましたが、市販用タイヤの販売が堅調であり、海外販売も、欧州、中近東、アジアを中

心に順調に推移したことにより、売上高は前年同期を上回りました。しかしながら、原材料価格の高騰および円高

の影響により、営業利益はほぼ前期並みに推移しました。 

工業品事業の売上高は、416 億 84 百万円（前年同期比 0.7％増）、営業利益は 4 億 52 百万円（前年同期比 71.2％

減）となりました。ホース、ハマタイト等の自動車メーカー向けの製品は、震災の影響から徐々に回復し、売上高

はほぼ前年同期並みとなりました。しかし、原材料価格高騰と為替円高の影響により、営業利益は前年同期を下回

りました。 

その他（航空部品事業、スポーツ事業等）の売上高は、118 億 79 百万円（前年同期比 1.2％減）、営業利益は 11

億 48 百万円（前年同期比 87.8%増）となりました。売上高は前年同期を下回りましたが、航空部品事業を中心に収

益性が改善したため、営業利益は前年同期を上回りました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 

当第 2 四半期末における総資産は 4,923 億 68 百万円となり、前期末に比べ 134 億 52 百万円増加しました。これ

は、主に製品・原材料などのたな卸資産の増加によるものです。負債は 3,273 億 75 百万円となり、前期末に比べ 193

億 31 百万円増加しました。これは、主にコマーシャルペーパー及び短期借入金の増加によるものです。純資産合計

は、1,649 億 92 百万円となり、前期末に比べ 58 億 78 百万円減少しました。これは、主にその他有価証券評価差額

金の減少によるものです。 

 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

近の業績の動向等を踏まえ、平成 23 年 12 月期通期（平成 23 年 4 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日）連結業績予

想を修正しております。詳細につきましては、本日発表の「第 2 四半期累計業績予想との差異および通期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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２．サマリー情報（その他）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 
 
該当事項はありません。 

 
（２） 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 
該当事項はありません。 
   

（３） 会計処理方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 

該当事項はありません。 
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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23年３月31日) 当第２四半期連結会計期間 (平成23年９月30日) 資産の部   流動資産   現金及び預金 28,161 22,948 受取手形及び売掛金 111,701 115,539 商品及び製品 44,837 59,220 仕掛品 8,184 7,899 原材料及び貯蔵品 15,413 19,638 その他 15,889 19,202 貸倒引当金 △960 △1,186 流動資産合計 223,227 243,262 固定資産   有形固定資産   建物及び構築物（純額） 56,847 55,344 機械装置及び運搬具（純額） 63,607 59,448 その他（純額） 56,915 64,495 有形固定資産合計 177,370 179,288 無形固定資産 1,528 1,581 投資その他の資産   投資有価証券 59,359 50,967 その他 18,125 17,944 貸倒引当金 △696 △676 投資その他の資産合計 76,789 68,235 固定資産合計 255,687 249,105 資産合計 478,915 492,368 負債の部   流動負債   支払手形及び買掛金 79,610 82,088 コマーシャル・ペーパー 3,000 14,000 短期借入金 78,569 89,397 未払法人税等 1,167 1,436 役員賞与引当金 82 45 災害損失引当金 453 158 その他 41,368 37,959 流動負債合計 204,251 225,084 固定負債   社債 20,000 20,000 長期借入金 45,204 45,315 退職給付引当金 16,280 18,165 その他 22,307 18,809 固定負債合計 103,792 102,291 負債合計 308,044 327,375 
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（単位：百万円）前連結会計年度 (平成23年３月31日) 当第２四半期連結会計期間 (平成23年９月30日) 純資産の部   株主資本   資本金 38,909 38,909 資本剰余金 31,952 31,952 利益剰余金 108,083 106,697 自己株式 △4,746 △4,750 株主資本合計 174,198 172,808 その他の包括利益累計額   その他有価証券評価差額金 16,425 11,362 為替換算調整勘定 △21,829 △21,805 在外子会社の年金債務調整額 △4,859 △4,677 その他の包括利益累計額合計 △10,263 △15,120 少数株主持分 6,935 7,304 純資産合計 170,871 164,992 負債純資産合計 478,915 492,368 
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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22年４月１日   至 平成22年９月30日) 当第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) 売上高 238,284 258,220 売上原価 167,198 185,868 売上総利益 71,086 72,352 販売費及び一般管理費 62,813 64,766 営業利益 8,273 7,585 営業外収益   受取利息 104 109 受取配当金 535 739 その他 1,098 1,298 営業外収益合計 1,739 2,146 営業外費用   支払利息 1,123 1,107 為替差損 4,372 4,794 その他 954 1,196 営業外費用合計 6,450 7,099 経常利益 3,562 2,633 特別利益   固定資産売却益 － 248 退職給付制度終了益 － 200 特別利益合計 － 448 特別損失   固定資産除売却損 119 72 退職給付費用 － 2,747 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 119 － 特別損失合計 238 2,819 税金等調整前四半期純利益 3,324 262 法人税等 1,884 △254 少数株主損益調整前四半期純利益 1,439 517 少数株主利益 228 222 四半期純利益 1,211 294 
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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22年４月１日   至 平成22年９月30日) 当第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) 少数株主損益調整前四半期純利益 1,439 517 その他の包括利益   その他有価証券評価差額金 △2,758 △5,063 為替換算調整勘定 △2,590 277 在外子会社の年金債務調整額 199 182 持分法適用会社に対する持分相当額 △48 △10 その他の包括利益合計 △5,199 △4,613 四半期包括利益 △3,759 △4,096 （内訳）   親会社株主に係る四半期包括利益 △3,704 △4,562 少数株主に係る四半期包括利益 △55 466 
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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22年４月１日   至 平成22年９月30日) 当第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) 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 3,324 262 減価償却費 12,701 11,694 貸倒引当金の増減額（△は減少） △157 203 退職給付引当金の増減額（△は減少） △131 1,887 受取利息及び受取配当金 △640 △848 支払利息 1,123 1,107 為替差損益（△は益） 464 42 固定資産除売却損益（△は益） 119 △175 売上債権の増減額（△は増加） 5,523 △2,062 たな卸資産の増減額（△は増加） △9,819 △17,058 仕入債務の増減額（△は減少） 4,212 248 その他 △2,511 △5,381 小計 14,208 △10,079 利息及び配当金の受取額 712 877 利息の支払額 △1,136 △1,065 法人税等の支払額 △1,494 △1,502 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,289 △11,770 投資活動によるキャッシュ・フロー   定期預金の払戻による収入 1 － 有形固定資産の取得による支出 △8,004 △13,607 有形固定資産の売却による収入 125 320 無形固定資産の取得による支出 △325 △181 投資有価証券の取得による支出 △4 △10 投資有価証券の売却による収入 18 － 貸付けによる支出 △312 △233 貸付金の回収による収入 185 75 その他 △59 △83 投資活動によるキャッシュ・フロー △8,374 △13,720 
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（単位：百万円）前第２四半期連結累計期間 (自 平成22年４月１日   至 平成22年９月30日) 当第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) 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） 10,526 10,990 コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 11,000 長期借入れによる収入 4,475 3,446 長期借入金の返済による支出 △3,158 △3,606 社債の償還による支出 △10,000 － 自己株式の純増減額（△は増加） △8 △4 配当金の支払額 △2,007 △1,921 その他 601 △347 財務活動によるキャッシュ・フロー 428 19,556 現金及び現金同等物に係る換算差額 △641 649 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,702 △5,285 現金及び現金同等物の期首残高 11,558 28,161 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,806 72 現金及び現金同等物の四半期末残高 20,068 22,948 
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(４) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(５) セグメント情報等

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日） (単位：百万円)

 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主なものは航空部品
　事業、スポーツ事業であります。

２．セグメント間取引消去によるものです。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第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） (単位：百万円)

 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、その主なものは航空部品
　事業、スポーツ事業であります。

２．セグメント間取引消去によるものです。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（６）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。

（７）重要な後発事象

該当事項はありません。

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高
又は振替高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高
又は振替高

売上高

計

セグメント利益

258,220

― 

258,220

7,578

258,220

△ 2,916

6 7,585

― 

△ 2,916

246,340

247,258

工業品

2,916

261,136

計

917

11,879

1,998

その他
（注）１

5,978

872

205,528

204,656

計 41,729

45

41,684

タイヤ

調整額
(注）２

報告セグメント 四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

合計

452 6,430 1,148

13,878

セグメント利益

報告セグメント
その他

（注）１
合計

売上高

184,875 41,379 226,254 12,029 238,284

調整額
(注）２

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３タイヤ 工業品 計

― 238,284

888 30 919 2,185 3,104 △ 3,104 ― 

611 8,282 △ 9

185,764 41,409 227,173 14,214

6,098 1,572 7,670 8,273

241,388 △ 3,104 238,284

横浜ゴム㈱（5101）平成23年12月期 第2四半期決算短信

10


	R1- 1107全文.pdf
	1109サマリー情報
	バインダ2.pdf
	1109定性的情報ほか
	1109定性的情報ほか２
	R-2短信用財務諸表ALL


	R2- 1109決算短信



