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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 353,665 ― 29,675 ― 29,705 ― 15,335 ―

20年3月期第2四半期 346,278 11.7 26,563 3.3 25,031 0.1 12,561 7.5

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

21年3月期第2四半期 43.50 ―

20年3月期第2四半期 35.48 ―

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

21年3月期第2四半期 629,157 246,247 35.5 634.35
20年3月期 619,466 235,507 34.4 604.22

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  223,615百万円 20年3月期  213,026百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 710,000 1.3 61,000 2.2 57,600 5.8 29,700 9.9 84.25

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、4ページ 【定性的情報・財務諸表等】4．その他 （2）をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4．その他 （3）をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)平成20年４月30日公表の連結業績予想数値に変更ありません。 
(2)業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想値と異なる場合があ
ります。前記の予想に関する事項については、添付資料の3ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
(3)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14
号)を適用しております。また、改正後の「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  366,557,889株 20年3月期  366,557,889株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  14,046,200株 20年3月期  13,996,744株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  352,534,541株 20年3月期第2四半期  354,058,922株









５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 28,663 36,856

受取手形及び売掛金 127,030 123,678

関係会社預け金 20,786 10,620

商品及び製品 50,825 47,272

仕掛品 39,031 37,851

原材料及び貯蔵品 40,311 36,834

その他 21,434 23,100

貸倒引当金 △500 △479

流動資産合計 327,580 315,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 58,240 59,723

機械装置及び運搬具（純額） 85,237 83,800

土地 52,277 53,031

その他（純額） 21,015 18,940

有形固定資産合計 216,769 215,494

無形固定資産   

のれん 48,232 49,931

その他 5,795 5,403

無形固定資産合計 54,027 55,334

投資その他の資産   

投資有価証券 15,687 17,351

その他 16,999 17,264

貸倒引当金 △1,905 △1,709

投資その他の資産合計 30,781 32,906

固定資産合計 301,577 303,734

資産合計 629,157 619,466



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 100,601 98,671

短期借入金 61,562 50,981

1年内返済予定の長期借入金 19,635 20,980

1年内償還予定の社債 1,448 11,249

未払法人税等 10,587 11,942

引当金 149 294

その他 42,341 45,695

流動負債合計 236,323 239,812

固定負債   

社債 39,000 40,008

転換社債型新株予約権付社債 40,000 40,000

長期借入金 30,831 27,209

退職給付引当金 26,567 25,891

その他の引当金 3,947 4,456

その他 6,242 6,583

固定負債合計 146,587 144,147

負債合計 382,910 383,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,284 26,284

資本剰余金 41,245 41,241

利益剰余金 174,666 161,488

自己株式 △10,636 △10,552

株主資本合計 231,559 218,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △689 △208

為替換算調整勘定 △7,255 △5,227

評価・換算差額等合計 △7,944 △5,435

少数株主持分 22,632 22,481

純資産合計 246,247 235,507

負債純資産合計 629,157 619,466



（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 353,665

売上原価 280,828

売上総利益 72,837

販売費及び一般管理費 43,162

営業利益 29,675

営業外収益  

受取利息 352

受取配当金 117

為替差益 1,299

その他 3,367

営業外収益合計 5,135

営業外費用  

支払利息 1,438

デリバティブ評価損 937

その他 2,730

営業外費用合計 5,105

経常利益 29,705

特別利益  

固定資産売却益 113

特別利益合計 113

特別損失  

固定資産処分損 40

減損損失 107

特別損失合計 147

税金等調整前四半期純利益 29,671

法人税、住民税及び事業税 12,025

法人税等調整額 808

法人税等合計 12,833

少数株主利益 1,503

四半期純利益 15,335



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 29,671

減価償却費 15,287

のれん及び負ののれん償却額 1,112

受取利息及び受取配当金 △469

支払利息 1,438

売上債権の増減額（△は増加） △4,376

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,098

仕入債務の増減額（△は減少） 2,250

未払費用の増減額（△は減少） 207

その他 1,367

小計 37,389

法人税等の支払額 △13,509

営業活動によるキャッシュ・フロー 23,880

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 825

有形固定資産の取得による支出 △21,491

有形固定資産の売却による収入 1,608

無形固定資産の取得による支出 △913

利息及び配当金の受取額 574

その他 △243

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,640

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） 10,670

長期借入れによる収入 4,544

長期借入金の返済による支出 △2,172

社債の償還による支出 △10,565

利息の支払額 △1,577

自己株式の売却による収入 8

自己株式の取得による支出 △88

配当金の支払額 △2,115

少数株主への配当金の支払額 △364

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,659

現金及び現金同等物に係る換算差額 △940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,641

現金及び現金同等物の期首残高 47,821

現金及び現金同等物の四半期末残高 49,462
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