
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 戸田工業株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4100 URL http://www.todakogyo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 戸田 俊行

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名） 横馬場 清美 TEL 0827-57-0065

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月10日

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 24,717 ― 23 ― △337 ― △1,005 ―

20年3月期第2四半期 21,132 65.1 1,087 198.7 1,130 130.3 494 79.0

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 △22.30 ―

20年3月期第2四半期 10.71 ―

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 60,010 26,110 43.0 572.51
20年3月期 56,862 27,425 47.7 601.44

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  25,812百万円 20年3月期  27,126百万円

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 ― 4.50 ― 4.00 8.50
21年3月期 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 6.00

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 50,000 13.7 250 △73.2 100 △85.7 △900 ― △19.96

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上
記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さ
い。 
２．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、「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 48,391,922株 20年3月期 48,391,922株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 3,305,972株 20年3月期 3,289,705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 45,096,379株 20年3月期第2四半期 46,154,204株
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当第２四半期連結累計期間における経済概況は、世界的な原燃料価格の急騰、サブプライム問題に端
を発した金融市場の混乱等により景気の減速感が一段と強まり、事業環境は厳しさを増してきておりま
す。 
こうした状況の中、当社グループでは原燃料価格上昇に見合う価格是正、調達コストの徹底的な削減
等に取組むととともに、環境エンジニアリング事業および電子素材事業の抜本的な改善策にも着手し、
一方で将来を見据えた事業基盤再構築のための戦略的かつ積極的な先行投資も継続しています。 
以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は、主に電池材事業の伸長により24,717百万円（前年同
期比17.0％増）となりました。利益面では原燃料価格の上昇、会計基準の変更などにより、営業利益23
百万円（前年同期比97.9％減）となり、急激な為替変動の影響、和解金の特別損失計上などにより、遺
憾ながら経常損失337百万円（前年同期は経常利益1,130百万円）、四半期純損失1,005百万円（前年同
期は四半期純利益494百万円）となりました。 
  
※「定性的情報」における「前年同期比増減率」は、参考情報として記載するものです。 
  
  
  

  

当第２四半期末の総資産は60,010百万円と前連結会計年度末比3,147百万円増加しています。主な要
因は、たな卸資産及び固定資産の増加、海外関連会社への出資等となっています。負債は、前連結会計
年度末比4,462百万円増の33,899百万円となりました。主な要因は、戦略的かつ積極的な投資のための
借入金が増加したこと等によるものです。純資産は、四半期純損失の計上となり、利益剰余金額が減少
したことにより、前連結会計年度末比1,315百万円減少し26,110百万円となりました。 
  
  
  
  
  
  

  

今後も、世界的な金融市場の混乱、原燃料価格の急騰に伴う製造コストの上昇等による事業環境は厳
しい状態が続くものと予想されます。  
 こうした状況下、徹底したコスト削減と事業再構築に向けた取り組みを一層強化し、業績向上につな
げてゆく所存です。  
 以上を踏まえて、平成20年10月31日に通期業績予想の修正を発表しております。  
  
  
  
  
  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態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
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該当事項はありません。 
  

  

①棚卸資産の評価方法 
当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の連結子会社において実地棚卸を
省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によってお
ります。  
②税金費用の計算 
一部の連結子会社において、当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。 

  

①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、
「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。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の
低下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四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がそれぞれ227百万円減少しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間より適用し、連結決算上必要
な修正を行っております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、期首の利益剰余金が121百万円増加し、当第２四
半期連結累計期間の営業利益が14百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞ
れ71百万円減少しております。 

④「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月
30日企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会
平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結
会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース
資産として計上しております。 
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定
する方法によっております。 
なお、リース開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
この変更に伴う総資産及び利益への影響額は軽微であります。 
  

有形固定資産の耐用年数の変更 
平成20年度の法人税改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、当社及び国内連結子会社の機械装
置の耐用年数については、改正後の法定耐用年数に変更しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四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は、それぞれ107百万円増加しております。 

  

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)

(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

(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

(4) 追加情報
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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 7,381 6,294 

受取手形及び売掛金 8,754 8,726 

完成工事未収入金 2,329 2,951 

商品 403 431 

製品 3,271 2,956 

原材料 2,013 1,511 

仕掛品 3,165 2,881 

貯蔵品 651 629 

その他 1,613 1,544 

貸倒引当金 △11 △26 

流動資産合計 29,572 27,902 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 5,596 5,580 

機械装置及び運搬具（純額） 6,922 6,948 

土地 6,904 6,384 

その他（純額） 5,440 4,043 

有形固定資産合計 24,863 22,957 

無形固定資産 

のれん 238 441 

その他 287 355 

無形固定資産合計 526 797 

投資その他の資産 

その他 5,303 5,300 

貸倒引当金 △255 △93 

投資その他の資産合計 5,048 5,206 

固定資産合計 30,437 28,960 

資産合計 60,010 56,862 
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（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 5,825 7,048 

短期借入金 9,135 6,305 

1年内返済予定の長期借入金 530 530 

未払法人税等 83 97 

引当金 366 421 

その他 5,208 5,603 

流動負債合計 21,149 20,005 

固定負債 

社債 200 200 

長期借入金 9,835 6,646 

退職給付引当金 2,507 2,387 

引当金 153 151 

その他 54 46 

固定負債合計 12,750 9,431 

負債合計 33,899 29,436 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,562 5,562 

資本剰余金 15,553 15,553 

利益剰余金 6,337 7,403 

自己株式 △1,490 △1,484 

株主資本合計 25,961 27,034 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △127 △7 

繰延ヘッジ損益 △2 △7 

為替換算調整勘定 △19 106 

評価・換算差額等合計 △149 91 

少数株主持分 298 299 

純資産合計 26,110 27,425 

負債純資産合計 60,010 56,862 
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(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 24,717 

売上原価 21,828 

売上総利益 2,889 

販売費及び一般管理費 2,866 

営業利益 23 

営業外収益 

受取利息 11 

受取配当金 28 

その他 85 

営業外収益合計 126 

営業外費用 

支払利息 120 

持分法による投資損失 106 

為替差損 108 

債権売却損 38 

その他 112 

営業外費用合計 486 

経常損失（△） △337 

特別利益 

保険解約返戻金 59 

その他 24 

特別利益合計 83 

特別損失 

固定資産処分損 135 

貸倒引当金繰入額 162 

訴訟和解金 210 

その他 191 

特別損失合計 699 

税金等調整前四半期純損失（△） △953 

法人税、住民税及び事業税 17 

法人税等調整額 34 

法人税等合計 52 

少数株主損失（△） △0 

四半期純損失（△） △1,005 
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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、「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。 

  

  
 該当事項はありません。 

  

  
 該当事項はありません。 

  

  

（要約）前中間連結損益計算書 

(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

「参考資料」

科  目

前中間連結会計期間

(自 平成19年4月１日
 至 平成19年9月30日)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高              21,132 

Ⅱ 売上原価              17,353 

売上総利益               3,779 

Ⅲ 販売費及び一般管理費               2,691 

営業利益               1,087 

Ⅳ 営業外収益                 169 

Ⅴ 営業外費用                 126 

経常利益               1,130 

Ⅵ 特別利益                 175 

Ⅶ 特別損失                 413 

税金等調整前中間純利益                 892 

税金費用                 442 

少数株主損益                △44 

中間純利益                 494 
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