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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 172,820 ― 1,177 ― 274 ― △2,214 ―

20年3月期第2四半期 169,778 16.5 7,086 19.5 6,194 40.6 637 △92.6

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 △10.59 ―

20年3月期第2四半期 3.05 ―

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 332,135 85,915 25.2 401.00
20年3月期 333,892 92,604 27.0 432.04

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  83,810百万円 20年3月期  90,300百万円

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  有  
 

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 ― 0.00 ― 9.00 9.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 349,000 △2.3 1,000 △92.4 △800 ― △2,600 ― △11.87

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、４～５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．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．上記の業績予想は、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は、様々 
  な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おき下さい。  

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  209,284,712株 20年3月期  209,284,712株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  281,337株 20年3月期  273,170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  209,006,658株 20年3月期第2四半期  209,038,445株
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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 10,152 10,737 

受取手形及び売掛金 73,980 68,175 

有価証券 69 8 

商品及び製品 41,204 35,480 

仕掛品 3,269 2,976 

原材料及び貯蔵品 8,759 7,638 

その他 19,526 30,577 

貸倒引当金 △768 △683 

流動資産合計 156,193 154,912 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 36,748 38,370 

機械装置及び運搬具（純額） 45,082 44,816 

その他（純額） 38,292 36,334 

有形固定資産合計 120,123 119,520 

無形固定資産 

のれん 681 935 

その他 2,414 2,531 

無形固定資産合計 3,095 3,467 

投資その他の資産 

投資有価証券 34,412 38,514 

その他 18,813 17,968 

貸倒引当金 △503 △491 

投資その他の資産合計 52,722 55,992 

固定資産合計 175,941 178,980 

資産合計 332,135 333,892 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 71,318 82,474 

コマーシャル・ペーパー － 2,000 

短期借入金 48,400 44,801 

1年内償還予定の社債 5,000 5,000 

未払法人税等 501 1,481 

未払金 17,772 21,216 

製品補償引当金 2,248 3,262 

その他 12,599 12,054 

流動負債合計 157,840 172,290 

固定負債 

社債 23,000 18,000 

長期借入金 40,061 26,464 

退職給付引当金 14,661 13,657 

その他の引当金 501 560 

その他 10,153 10,315 

固定負債合計 88,379 68,998 

負債合計 246,219 241,288 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 23,974 23,974 

資本剰余金 21,997 21,998 

利益剰余金 26,737 30,952 

自己株式 △102 △100 

株主資本合計 72,606 76,825 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 11,873 13,294 

繰延ヘッジ損益 150 55 

債権流動化に係る評価差額 － △26 

為替換算調整勘定 △820 151 

評価・換算差額等合計 11,203 13,474 

少数株主持分 2,104 2,303 

純資産合計 85,915 92,604 

負債純資産合計 332,135 333,892 
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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 172,820 

売上原価 130,340 

売上総利益 42,480 

販売費及び一般管理費 41,303 

営業利益 1,177 

営業外収益 

受取利息 61 

受取配当金 462 

持分法による投資利益 792 

その他 562 

営業外収益合計 1,878 

営業外費用 

支払利息 1,630 

その他 1,151 

営業外費用合計 2,781 

経常利益 274 

特別利益 

固定資産売却益 223 

投資有価証券売却益 669 

特別利益合計 892 

特別損失 

固定資産除却損 505 

投資有価証券評価損 134 

製品補償引当金繰入額 570 

たな卸資産評価損 1,001 

退職給付費用 1,237 

訴訟関連損失 126 

特別損失合計 3,576 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,409 

法人税等 △167 

少数株主損失（△） △27 

四半期純損失（△） △2,214 
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(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損失（△） △2,409 

減価償却費 9,720 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 995 

製品補償引当金の増減額(△は減少) △1,014 

受取利息及び受取配当金 △523 

支払利息 1,630 

為替差損益（△は益） 77 

持分法による投資損益（△は益） △792 

固定資産除却損 505 

固定資産売却損益（△は益） △223 

投資有価証券評価損益（△は益） 134 

投資有価証券売却損益（△は益） △669 

売上債権の増減額（△は増加） △6,578 

売上債権流動化に係る預け金の増減額(△は増
加) 

10,580 

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,357 

仕入債務の増減額（△は減少） △9,268 

その他 △2,312 

小計 △8,504 

利息及び配当金の受取額 947 

利息の支払額 △1,496 

法人税等の支払額 △1,840 

営業活動によるキャッシュ・フロー △10,894 

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 △11,722 

有形固定資産の売却による収入 1,028 

無形固定資産の取得による支出 △288 

投資有価証券の取得による支出 △321 

投資有価証券の売却及び償還による収入 938 

投資有価証券の払戻しによる収入 1,288 

その他 △124 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,202 

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） 7,266 

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △2,000 

長期借入れによる収入 15,847 

長期借入金の返済による支出 △4,282 

社債の発行による収入 9,950 

社債の償還による支出 △5,000 

配当金の支払額 △1,881 

少数株主への配当金の支払額 △49 

その他 △103 

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,747 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △236 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △584 

現金及び現金同等物の期首残高 10,733 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,148 
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