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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,724 ― 705 ― 694 ― 372 ―

20年3月期第2四半期 7,494 14.2 567 31.1 550 34.0 279 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 11,650.06 11,619.18
20年3月期第2四半期 8,756.35 8,700.83

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 12,553 7,570 60.3 236,748.41
20年3月期 12,476 7,277 58.3 227,589.09

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,570百万円 20年3月期  7,277百万円

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
21年3月期 ― 2,500.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2,500.00 5,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 16,000 1.1 1,200 1.1 1,150 △0.3 690 △29.3 21,577.33

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  41,920株 20年3月期  41,920株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  9,942株 20年3月期  9,942株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  31,978株 20年3月期第2四半期  31,978株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 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、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。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、エネルギー・原材料価格の上昇、欧米金融機関の破綻等を背景にし

た国際金融市場の混乱により不透明感が広がっております。設備投資におきましては企業収益が減益傾向となる影響

から減少し、加えて雇用者所得の伸び悩みや石油製品・食料品などの価格上昇により個人消費は伸び悩むなど、景気

は減速し推移しております。

　当業界におきましては、公共投資は減少基調が続いている状況に加え、民間設備投資も慎重化してきており需要は

弱めに推移しております。一方、鉄板・銅をはじめとした原材料価格の高騰が長期化していることに加え、企業間の

受注・価格競争も続いており、当社を取り巻く環境は厳しい状態で推移しております。

　このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及びお客様対応の充実も含

め、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。この結果、売上高は7,724百万円となりまし

た。

　利益につきましては、原材料価格の上昇が継続しているものの、製販一体で生産効率アップのための改善活動を推

進するとともに、徹底したコスト低減と経費節減を行い合理化を推し進め収益改善に努めた結果、営業利益は705百万

円、経常利益は694百万円、四半期純利益は372百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　売上債権の回収などにより現金及び預金が219百万円増加があったものの、製品の305百万円減少などにより、流動

資産合計は前事業年度末比38百万円（0.4%）減少し、8,784百万円となりました。

（固定資産）

　売却予定資産の売却実施による建物及び土地の減少があったものの、山形工場の第２検査棟建設完了による建物113

百万円の増加などにより、固定資産合計は前事業年度末比115百万円（3.2%）増加し、3,769百万円となりました。

（流動負債）

　銀行借入金の返済による短期借入金50百万円減少及び一年以内返済予定長期借入金の91百万円減少に加え、未払消

費税70百万円減少などがあった結果、流動負債合計は前事業年度末比268百万円（6.3%）減少し、3,982百万円となり

ました。

（固定負債）

　銀行借入金の借入による長期借入金48百万円増加などがあり、固定負債合計は前事業年度末比52百万円（5.6%）増

加し、999百万円となりました。

（純資産）

　配当金の支払79百万円があったものの、四半期純利益372百万円の計上により利益剰余金が292百万円増加いたしま

した。この結果、純資産合計は前事業年度末比292百万円（4.0%）増加し、7,570百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、営業活動によるキャッシュ・

フローで691百万円の資金の増加があったものの、投資活動によるキャッシュ・フローで299百万円、財務活動による

キャッシュ・フローで172百万円の減少により、前事業年度末に比べ219百万円（8.4%）増加し、2,828百万円となりま

した。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は691百万円となりました。これは税引前四半期純利益

676百万円の計上などがあったことなどによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は299百万円となりました。これは山形工場における第２

検査棟の完成及び板金機械設備取得等により、有形固定資産取得による支出290百万円などがあったことによるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は172百万円となりました。これは長期借入金の借入によ

る収入200百万円があったものの、長期借入金の返済による支出243百万円及び配当金の支払額79百万円などがあった

ことによるものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期累計期間の業績はほぼ予定どおりに推移しており、平成20年８月６日発表「平成21年３月期　第１四

半期決算短信（非連結）」における通期の業績予想に変更はありません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

固定資産の減価償却費の算定方法

　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分して算定しております。

（２）四半期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

①当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

を適用し、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。

　なお、これによる損益に与える影響はありません
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,928 2,709

受取手形 1,228 1,177

売掛金 2,737 2,790

製品 922 1,227

仕掛品 209 262

原材料 226 148

繰延税金資産 478 473

その他 54 34

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 8,784 8,822

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,380 1,267

その他 1,565 1,565

有形固定資産合計 2,946 2,832

無形固定資産 129 145

投資その他の資産   

繰延税金資産 268 290

その他 428 388

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 692 675

固定資産合計 3,769 3,653

資産合計 12,553 12,476

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,449 1,375

短期借入金 450 500

1年内返済予定の長期借入金 294 386

未払法人税等 299 264

賞与引当金 288 257

その他 1,199 1,467

流動負債合計 3,982 4,251

固定負債   

長期借入金 350 301

退職給付引当金 649 645

固定負債合計 999 947

負債合計 4,982 5,198
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 5,877 5,584

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,611 7,318

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40 △40

評価・換算差額等合計 △40 △40

純資産合計 7,570 7,277

負債純資産合計 12,553 12,476

㈱かわでん（6648）平成21年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－ 5 －



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 7,724

売上原価 5,605

売上総利益 2,118

販売費及び一般管理費 1,412

営業利益 705

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 2

受取賃貸料 4

その他 17

営業外収益合計 27

営業外費用  

支払利息 9

売上債権売却損 18

その他 9

営業外費用合計 37

経常利益 694

特別利益  

固定資産売却益 3

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除却損 4

投資有価証券評価損 17

その他 0

特別損失合計 21

税引前四半期純利益 676

法人税、住民税及び事業税 287

法人税等調整額 17

法人税等合計 304

四半期純利益 372
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 676

減価償却費 159

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4

賞与引当金の増減額（△は減少） 30

受取利息及び受取配当金 △5

受取保険金 △0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 17

支払利息 9

固定資産除売却損益（△は益） 0

売上債権の増減額（△は増加） △36

たな卸資産の増減額（△は増加） 280

仕入債務の増減額（△は減少） 74

未払消費税等の増減額（△は減少） △70

その他の資産の増減額（△は増加） △16

その他の負債の増減額（△は減少） △176

小計 948

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △9

法人税等の支払額 △253

その他の収入 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 691

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △290

有形固定資産の売却による収入 62

無形固定資産の取得による支出 △6

固定資産の除却による支出 △3

差入保証金の差入による支出 △8

その他 △52

投資活動によるキャッシュ・フロー △299

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） △50

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △243

配当金の支払額 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー △172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219

現金及び現金同等物の期首残高 2,609

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,828
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（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）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。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）（要約）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  7,494 100.0

Ⅱ　売上原価  5,350 71.4

売上総利益  2,144 28.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,576 21.0

営業利益  567 7.6

Ⅳ　営業外収益  22 0.2

Ⅴ　営業外費用  39 0.5

経常利益  550 7.3

Ⅵ　特別利益  0 0.0

Ⅶ　特別損失  54 0.7

税引前中間純利益  496 6.6

法人税、住民税及び事業税  485 6.5

法人税等調整額  △268 △3.6

中間純利益  279 3.7
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（２）（要約）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税引前中間純利益 496

減価償却費 114

減損損失 54

貸倒引当金の減少額 △0

退職給付引当金の増加額 1

賞与引当金の増加額 45

受取利息及び受取配当金　 △3

受取保険金　 △0

支払利息　 27

会員権処分益 △0

固定資産除売却損 0

売上債権の減少額 295

たな卸資産の減少額 70

仕入債務の減少額 △31

未払消費税等の減少額 △2

その他資産の増加額 △18

その他負債の増加額 447

小計 1,496

利益及び配当金の受取額 3

保険金収入　 0

利息の支払額　 △28

法人税等の支払額　 △272

営業活動によるキャッシュ・
フロー

1,199
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前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

有形固定資産の取得による
支出

△251

無形固定資産の取得による
支出

△5

投資有価証券の取得による
支出

△20

投資有価証券の払戻による
収入　

11

差入保証金の支払　 △0

差入保証金返還による収入
　

1

会員権売却等による収入　 1

その他の支出　 △1

その他の収入　 3

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△262

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

長期借入金の返済による支
出　

△133

自己株式の処分による収入
　

1

配当金の支払額　 △79

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△211

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 726

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,948

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

2,674
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