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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 92,470 △47.3 △4,505 ― △5,500 ― △3,651 ―

21年3月期第1四半期 175,599 ― 15,421 ― 17,425 ― 8,670 ―

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

22年3月期第1四半期 △10.36 ―

21年3月期第1四半期 24.59 ―

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

22年3月期第1四半期 515,133 209,928 36.8 538.02
21年3月期 530,191 214,576 36.6 550.79

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  189,646百万円 21年3月期  194,153百万円

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

21年3月期 ― 7.00 ― 6.00 13.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

205,000 △42.0 △3,500 ― △5,400 ― △5,000 ― △14.18

通期 460,000 △22.1 10,000 △33.6 6,500 △36.5 1,000 ― 2.84



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 （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） 

(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21年4月30日公表の連結業績予想数値に変更ありません。 
(2)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 
ご覧ください。 

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） 22年3月期第1四半期 366,557,889株 21年3月期  366,557,889株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  14,067,616株 21年3月期  14,059,816株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 352,492,710株 21年3月期第1四半期 352,547,583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１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,204 24,514 

受取手形及び売掛金 68,509 70,962 

関係会社預け金 2,321 8,473 

商品及び製品 36,891 41,422 

仕掛品 27,392 28,410 

原材料及び貯蔵品 24,091 30,189 

その他 29,334 25,143 

貸倒引当金 △525 △845 

流動資産合計 215,217 228,268 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 57,938 57,646 

機械装置及び運搬具（純額） 86,714 88,220 

土地 50,954 51,259 

その他（純額） 17,483 18,872 

有形固定資産合計 213,089 215,997 

無形固定資産   

のれん 46,106 46,785 

その他 6,938 6,940 

無形固定資産合計 53,044 53,725 

投資その他の資産   

投資有価証券 12,271 10,833 

その他 23,719 23,352 

貸倒引当金 △2,207 △1,984 

投資その他の資産合計 33,783 32,201 

固定資産合計 299,916 301,923 

資産合計 515,133 530,191 



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,263 47,733 

短期借入金 64,336 66,553 

コマーシャル・ペーパー 15,000 6,000 

1年内返済予定の長期借入金 3,532 3,653 

1年内償還予定の社債 10,000 6,025 

未払法人税等 1,133 1,790 

引当金 51 121 

その他 33,080 40,263 

流動負債合計 168,395 172,138 

固定負債   

社債 29,000 34,000 

転換社債型新株予約権付社債 40,000 40,000 

長期借入金 33,451 33,888 

退職給付引当金 23,007 23,228 

その他の引当金 4,020 4,101 

その他 7,332 8,260 

固定負債合計 136,810 143,477 

負債合計 305,205 315,615 

純資産の部   

株主資本   

資本金 26,284 26,284 

資本剰余金 41,243 41,243 

利益剰余金 146,369 152,789 

自己株式 △10,647 △10,641 

株主資本合計 203,249 209,675 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,579 279 

為替換算調整勘定 △15,182 △15,801 

評価・換算差額等合計 △13,603 △15,522 

少数株主持分 20,282 20,423 

純資産合計 209,928 214,576 

負債純資産合計 515,133 530,191 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 175,599 92,470 

売上原価 138,976 81,162 

売上総利益 36,623 11,308 

販売費及び一般管理費 21,202 15,813 

営業利益又は営業損失（△） 15,421 △4,505 

営業外収益   

受取利息 167 91 

受取配当金 106 68 

為替差益 1,929 － 

その他 1,887 916 

営業外収益合計 4,089 1,075 

営業外費用   

支払利息 738 562 

デリバティブ評価損 591 99 

その他 756 1,409 

営業外費用合計 2,085 2,070 

経常利益又は経常損失（△） 17,425 △5,500 

特別利益   

固定資産売却益 105 － 

匿名組合清算益 － 1,025 

特別利益合計 105 1,025 

特別損失   

減損損失 107 － 

事業構造改善費用 － 1,106 

特別損失合計 107 1,106 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

17,423 △5,581 

法人税、住民税及び事業税 8,132 △2,032 

法人税等調整額 △159 175 

法人税等合計 7,973 △1,857 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 780 △73 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,670 △3,651 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

17,423 △5,581 

減価償却費 7,504 7,371 

のれん及び負ののれん償却額 527 663 

受取利息及び受取配当金 △273 △159 

支払利息 738 562 

売上債権の増減額（△は増加） △1,582 937 

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,867 11,370 

仕入債務の増減額（△は減少） 6,723 △5,319 

未払費用の増減額（△は減少） △4,479 △3,662 

その他 2,043 △247 

小計 18,757 5,935 

法人税等の支払額 △11,641 △2,595 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,116 3,340 

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 － 206 

関係会社株式の取得による支出 － △159 

関係会社株式の売却による収入 － 55 

有形固定資産の取得による支出 △10,113 △8,298 

有形固定資産の売却による収入 743 62 

無形固定資産の取得による支出 △343 △344 

利息及び配当金の受取額 360 157 

その他 2 49 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,351 △8,272 

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） 11,515 △2,193 

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 9,000 

長期借入れによる収入 4,182 － 

長期借入金の返済による支出 △2,111 △387 

社債の償還による支出 △10,483 △921 

利息の支払額 △901 △695 

自己株式の取得による支出 △39 △8 

自己株式の売却による収入 － 2 

配当金の支払額 △2,115 △2,115 

少数株主への配当金の支払額 △356 △319 

財務活動によるキャッシュ・フロー △308 2,364 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △620 △19 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,163 △2,587 

現金及び現金同等物の期首残高 47,821 33,476 

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物
増減額（△は減少）

－ △45 

現金及び現金同等物の四半期末残高 44,658 30,844 
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