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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 784,402 ― 36,349 ― 48,224 ― 20,250 ―

20年3月期第2四半期 792,410 14.2 51,299 36.4 69,707 18.7 39,632 3.4

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 15.94 ―

20年3月期第2四半期 31.74 ―

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 1,904,605 515,920 23.3 349.68
20年3月期 1,856,276 520,289 25.0 362.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  443,556百万円 20年3月期  463,255百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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  有  
 

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 1,520,000 △8.4 65,000 △35.1 80,000 △41.2 25,000 △66.3 19.70

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５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） 

（注）詳細は５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） 

※ 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5月12日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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等につきましては、４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」をご覧下さい。 
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。  

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  1,278,955,330株 20年3月期  1,278,955,330株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  10,475,137株 20年3月期  816,428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  1,270,149,749株 20年3月期第2四半期  1,248,825,067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 60,620 109,701

受取手形及び売掛金 233,439 245,609

商品及び製品 79,385 73,974

仕掛品 119,610 102,504

原材料及び貯蔵品 90,514 84,645

その他 174,987 161,760

貸倒引当金 △3,060 △3,081

流動資産合計 755,496 775,115

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 215,634 222,708

土地（純額） 276,972 247,305

その他（純額） 235,470 211,054

有形固定資産合計 728,078 681,068

無形固定資産   

のれん 56,774 8,448

その他 10,972 11,484

無形固定資産合計 67,746 19,932

投資その他の資産   

投資有価証券 311,524 317,345

その他 51,745 72,987

投資損失引当金 △680 △697

貸倒引当金 △9,305 △9,475

投資その他の資産合計 353,283 380,160

固定資産合計 1,149,108 1,081,161

資産合計 1,904,605 1,856,276



（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 144,242 176,009

短期借入金 364,313 319,467

1年内償還予定の社債 － 15,000

コマーシャル・ペーパー 50,000 30,000

未払法人税等 8,312 16,861

引当金 11,104 13,307

その他 301,386 279,622

流動負債合計 879,359 850,269

固定負債   

社債 95,000 95,000

長期借入金 228,307 230,846

退職給付引当金 49,231 48,361

その他の引当金 18,983 21,158

その他 117,803 90,352

固定負債合計 509,325 485,718

負債合計 1,388,684 1,335,987

純資産の部   

株主資本   

資本金 119,457 119,457

資本剰余金 108,327 108,334

利益剰余金 172,295 173,669

自己株式 △5,386 △309

株主資本合計 394,695 401,152

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,676 29,722

繰延ヘッジ損益 300 3,685

土地再評価差額金 30,545 30,312

為替換算調整勘定 △10,661 △1,617

評価・換算差額等合計 48,861 62,103

少数株主持分 72,363 57,033

純資産合計 515,920 520,289

負債純資産合計 1,904,605 1,856,276



（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 784,402

売上原価 682,217

売上総利益 102,184

販売費及び一般管理費 65,835

営業利益 36,349

営業外収益  

受取利息 848

受取配当金 12,605

持分法による投資利益 8,273

その他 6,040

営業外収益合計 27,767

営業外費用  

支払利息 9,162

その他 6,730

営業外費用合計 15,892

経常利益 48,224

特別利益  

持分変動利益 1,290

固定資産売却益 801

その他 264

特別利益合計 2,357

特別損失  

投資有価証券評価損 8,399

その他 1,207

特別損失合計 9,607

税金等調整前四半期純利益 40,974

法人税等 15,192

少数株主利益 5,530

四半期純利益 20,250



（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 40,974

減価償却費 32,948

引当金の増減額（△は減少） △3,339

受取利息及び受取配当金 △13,454

支払利息 9,162

持分法による投資損益（△は益） △8,273

持分変動損益（△は益） △1,290

有形固定資産売却損益（△は益） △765

投資有価証券評価損益（△は益） 8,399

売上債権の増減額（△は増加） 20,140

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,240

仕入債務の増減額（△は減少） △33,357

その他 △8,456

小計 11,446

利息及び配当金の受取額 15,569

利息の支払額 △8,156

法人税等の支払額 △25,278

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,419

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 △29,349

有形固定資産の売却による収入 3,496

投資有価証券の取得による支出 △2,213

投資有価証券の売却による収入 88

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△43,914

その他 165

投資活動によるキャッシュ・フロー △71,726

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） 26,341

長期借入れによる収入 34,682

長期借入金の返済による支出 △32,448

社債の償還による支出 △15,000

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 20,000

自己株式の取得による支出 △5,123

配当金の支払額 △5,112

少数株主への配当金の支払額 △6,027

少数株主からの払込みによる収入 13,867

その他 △1,116

財務活動によるキャッシュ・フロー 30,062

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,559

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,643

現金及び現金同等物の期首残高 109,360

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）

4,582

現金及び現金同等物の四半期末残高 60,298
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