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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 49,553 ― 159 ― △597 ― △1,651 ―

20年3月期第2四半期 50,274 20.5 906 △19.9 691 △27.9 293 △23.7

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 △17.70 ―

20年3月期第2四半期 3.25 3.20

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 84,635 22,834 26.8 242.71
20年3月期 81,007 27,428 33.1 287.89

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  22,691百万円 20年3月期  26,843百万円

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  

平成21年３月期の配当予想額は未定でございます。  

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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 115,300 2.8 6,800 11.0 6,050 17.6 3,120 86.9 33.40

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  

[詳細は2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) 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） 

[詳細は2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください）]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

1. 平成20年5月23日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあ
たっての注意事項等は、2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。 
2. 当社は、期末配当による年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、配当金額につきましては、期末決算決議時の取締役会で決定されます。そのため、現時 
点での配当予想額を開示することはできません。予想額が開示可能となった時点で速やかに開示いたしますが、その時期は、期末決算時になる見込みです。  

 

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  93,707,714株 20年3月期  93,390,714株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  215,411株 20年3月期  146,556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  93,317,699株 20年3月期第2四半期  90,279,414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 2,771 1,503 
受取手形及び売掛金 19,015 17,088 
製品 13,782 10,379 
半製品 51 48 
原材料 3,394 3,180 
仕掛品 1,185 1,150 
貯蔵品 1,220 1,193 
その他 6,414 5,665 
貸倒引当金 △743 △701 

流動資産合計 47,091 39,508 
固定資産   

有形固定資産 7,997 8,114 
無形固定資産   

のれん 12,666 12,235 
その他 10,716 11,005 
無形固定資産合計 23,383 23,241 

投資その他の資産   
その他 6,436 10,419 
貸倒引当金 △273 △275 

投資その他の資産合計 6,163 10,143 

固定資産合計 37,543 41,499 

資産合計 84,635 81,007 
負債の部   

流動負債   
支払手形及び買掛金 11,666 9,098 
短期借入金 6,000 6,124 
1年内返済予定の長期借入金 － 3,003 
未払法人税等 170 1,313 
製品保証引当金 1,172 1,144 
売上割戻引当金 789 558 
賞与引当金 326 703 
その他 7,020 6,381 
流動負債合計 27,146 28,327 

固定負債   
社債 10,000 10,000 
長期借入金 15,600 6,700 
退職給付引当金 4,717 4,946 
役員退職慰労引当金 45 41 



（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) 

負ののれん 83 86 
その他 4,208 3,477 
固定負債合計 34,654 25,251 

負債合計 61,800 53,579 
純資産の部   

株主資本   
資本金 3,847 3,801 
資本剰余金 16,221 16,175 
利益剰余金 5,873 9,245 
自己株式 △88 △54 

株主資本合計 25,853 29,168 
評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 54 113 
繰延ヘッジ損益 17 0 
為替換算調整勘定 △3,233 △2,438 

評価・換算差額等合計 △3,161 △2,324 

新株予約権 － 428 
少数株主持分 143 156 
純資産合計 22,834 27,428 

負債純資産合計 84,635 81,007 



（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 49,553 
売上原価 30,371 
売上総利益 19,181 

販売費及び一般管理費 19,022 
営業利益 159 
営業外収益  

受取利息 48 
受取配当金 5 
その他 10 
営業外収益合計 64 

営業外費用  
支払利息 343 
為替差損 420 
その他 57 
営業外費用合計 821 

経常損失（△） △597 

特別利益  
固定資産売却益 290 
投資有価証券売却益 121 
その他 1 
特別利益合計 412 

特別損失  
組織再編費用 1,303 
その他 152 
特別損失合計 1,456 

税金等調整前四半期純損失（△） △1,641 

法人税等 17 
少数株主損失（△） △7 

四半期純損失（△） △1,651 



（第２四半期連結会計期間） 
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

売上高 27,448 
売上原価 16,527 
売上総利益 10,921 

販売費及び一般管理費 9,748 
営業利益 1,173 
営業外収益  

受取利息 27 
受取配当金 0 
営業外収益合計 28 

営業外費用  
支払利息 199 
為替差損 442 
その他 35 
営業外費用合計 678 

経常利益 522 
特別利益  

固定資産売却益 0 
投資有価証券売却益 0 
その他 0 
特別利益合計 0 

特別損失  
組織再編費用 1,153 
その他 143 
特別損失合計 1,296 

税金等調整前四半期純損失（△） △774 

法人税等 587 
少数株主損失（△） △2 

四半期純損失（△） △1,359 
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