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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 496,745 ― 32,934 ― 29,424 ― 9,597 ―

20年3月期第3四半期 527,389 10.9 44,190 12.0 42,645 9.7 22,360 22.6

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3四半期 27.22 ―

20年3月期第3四半期 63.20 ―

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3四半期 578,134 230,700 36.1 591.39
20年3月期 619,466 235,507 34.4 604.22

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  208,470百万円 20年3月期  213,026百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 7.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 14.00

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 592,000 △15.6 12,000 △79.9 7,500 △86.2 0 ― 0.00

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 （2）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ページ 【定性的情報・財務諸表等】4．その他 （3）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)業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想値と異なる場合があ
ります。前記の予想に関する事項については、添付資料の3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、改正後の「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3四半期  366,557,889株 20年3月期  366,557,889株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  14,051,491株 20年3月期  13,996,744株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  352,526,758株 20年3月期第3四半期  353,792,777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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 30,612 36,856

受取手形及び売掛金 99,117 123,678

関係会社預け金 5,528 10,620

商品及び製品 51,166 47,272

仕掛品 38,158 37,851

原材料及び貯蔵品 35,835 36,834

その他 24,078 23,100

貸倒引当金 △409 △479

流動資産合計 284,085 315,732

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 58,350 59,723

機械装置及び運搬具（純額） 89,113 83,800

土地 52,111 53,031

その他（純額） 14,976 18,940

有形固定資産合計 214,550 215,494

無形固定資産   

のれん 47,511 49,931

その他 5,956 5,403

無形固定資産合計 53,467 55,334

投資その他の資産   

投資有価証券 11,522 17,351

その他 16,483 17,264

貸倒引当金 △1,973 △1,709

投資その他の資産合計 26,032 32,906

固定資産合計 294,049 303,734

資産合計 578,134 619,466



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 80,969 98,671

短期借入金 60,921 50,981

1年内返済予定の長期借入金 18,561 20,980

1年内償還予定の社債 6,532 11,249

未払法人税等 5,166 11,942

引当金 191 294

その他 37,410 45,695

流動負債合計 209,750 239,812

固定負債   

社債 34,000 40,008

転換社債型新株予約権付社債 40,000 40,000

長期借入金 26,912 27,209

退職給付引当金 26,671 25,891

その他の引当金 4,330 4,456

その他 5,771 6,583

固定負債合計 137,684 144,147

負債合計 347,434 383,959

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,284 26,284

資本剰余金 41,244 41,241

利益剰余金 166,446 161,488

自己株式 △10,637 △10,552

株主資本合計 223,337 218,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 403 △208

為替換算調整勘定 △15,270 △5,227

評価・換算差額等合計 △14,867 △5,435

少数株主持分 22,230 22,481

純資産合計 230,700 235,507

負債純資産合計 578,134 619,466



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 496,745

売上原価 401,010

売上総利益 95,735

販売費及び一般管理費 62,801

営業利益 32,934

営業外収益  

受取利息 460

受取配当金 183

その他 4,521

営業外収益合計 5,164

営業外費用  

支払利息 2,164

為替差損 1,806

その他 4,704

営業外費用合計 8,674

経常利益 29,424

特別利益  

固定資産売却益 113

関係会社株式売却益 638

特別利益合計 751

特別損失  

固定資産処分損 40

減損損失 107

投資有価証券評価損 4,435

関係会社事業損失引当金繰入額 368

関係会社貸倒引当金繰入額 150

特別損失合計 5,100

税金等調整前四半期純利益 25,075

法人税、住民税及び事業税 12,066

法人税等調整額 1,450

法人税等合計 13,516

少数株主利益 1,962

四半期純利益 9,597



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 25,075

減価償却費 23,351

のれん及び負ののれん償却額 1,776

投資有価証券評価損益（△は益） 4,435

受取利息及び受取配当金 △643

支払利息 2,164

売上債権の増減額（△は増加） 18,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,957

仕入債務の増減額（△は減少） △13,516

未払費用の増減額（△は減少） △5,831

その他 5,114

小計 52,360

法人税等の支払額 △22,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,246

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 879

有形固定資産の取得による支出 △31,620

有形固定資産の売却による収入 1,646

無形固定資産の取得による支出 △1,769

利息及び配当金の受取額 746

その他 △203

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,321

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） 11,863

長期借入れによる収入 4,781

長期借入金の返済による支出 △6,313

社債の償還による支出 △10,565

利息の支払額 △2,377

自己株式の売却による収入 19

自己株式の取得による支出 △101

配当金の支払額 △4,583

少数株主への配当金の支払額 △641

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,917

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,060

現金及び現金同等物の期首残高 47,821

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △253

現金及び現金同等物の四半期末残高 36,508
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