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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 78,404 △30.5 △1,220 ― △183 ― △4,365 ―

21年3月期第1四半期 112,835 ― 6,185 ― 7,862 ― 4,242 ―

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 △27.17 ―

21年3月期第1四半期 26.40 ―

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 346,458 170,639 40.0 861.60
21年3月期 351,869 174,485 40.4 884.74

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  138,463百万円 21年3月期  142,184百万円

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  

当社は定款において第2四半期末日及び期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 12.00 ― 8.00 20.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

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  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

第2四半期 
連結累計期間

167,700 △24.1 3,400 △67.1 4,500 △62.7 △2,100 ― △13.07

通期 358,600 △10.4 10,500 15.0 11,800 27.2 1,000 △75.3 6.22

- 1 -



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  無  

(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．業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と 
  異なる場合があります。 
２．平成22年3月期の配当予想額は未定であります。 配当予想額は、予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示する予定です。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 160,789,436株 21年3月期  160,789,436株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  83,213株 21年3月期  82,208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 160,706,423株 21年3月期第1四半期 160,711,843株
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（参考）平成22年３月期の個別業績予想（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２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　：　有

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　　　業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざまな

　　要因によって予想数値と異なる場合があります。

　

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 　　　　円　銭

89,800 △ 27.2 1,200 △ 81.9 3,900 △ 64.3 2,300 △ 64.9 14.31

189,500 △ 11.6 3,800 △ 40.8 8,200 △ 37.7 4,800 △ 14.3 29.87

１株当たり
当期純利益

営　業　利　益売　上　高

第２四半期
累計期間

通　　　期

経　常　利　益 当　期　純　利　益

- 3 -



- 4 -



- 5 -



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 24,577 18,168

受取手形及び売掛金 58,534 70,209

有価証券 10,646 6,758

製品 17,892 15,518

仕掛品 7,398 6,589

原材料及び貯蔵品 13,998 15,345

繰延税金資産 4,020 4,138

その他 8,241 8,324

貸倒引当金 △1,077 △1,089

流動資産合計 144,233 143,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 34,801 35,219

機械装置及び運搬具（純額） 35,300 36,537

工具、器具及び備品（純額） 10,995 11,485

土地 12,959 12,928

建設仮勘定 2,864 2,286

有形固定資産合計 96,921 98,458

無形固定資産 1,507 1,498

投資その他の資産   

投資有価証券 87,419 90,456

長期貸付金 540 595

繰延税金資産 13,610 14,578

その他 2,459 2,553

貸倒引当金 △234 △234

投資その他の資産合計 103,795 107,949

固定資産合計 202,224 207,906

資産合計 346,458 351,869
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（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 52,779 57,641

短期借入金 42,727 43,737

未払費用 19,497 16,205

未払法人税等 85 841

賞与引当金 5,005 4,836

役員賞与引当金 82 329

製品保証引当金 1,400 1,400

その他 6,983 5,880

流動負債合計 128,560 130,871

固定負債   

長期借入金 18,035 17,198

退職給付引当金 27,082 26,740

役員退職慰労引当金 1,319 1,768

その他 821 805

固定負債合計 47,258 46,512

負債合計 175,819 177,384

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,270 14,270

資本剰余金 17,107 17,107

利益剰余金 103,637 109,289

自己株式 △66 △66

株主資本合計 134,949 140,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,832 3,246

為替換算調整勘定 △2,318 △1,664

評価・換算差額等合計 3,513 1,582

少数株主持分 32,175 32,301

純資産合計 170,639 174,485

負債純資産合計 346,458 351,869
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（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 112,835 78,404

売上原価 96,941 71,003

売上総利益 15,893 7,400

販売費及び一般管理費 9,708 8,621

営業利益又は営業損失（△） 6,185 △1,220

営業外収益   

受取利息及び配当金 978 539

持分法による投資利益 5 3

その他 1,070 820

営業外収益合計 2,054 1,363

営業外費用   

支払利息 329 227

その他 48 98

営業外費用合計 377 325

経常利益又は経常損失（△） 7,862 △183

特別利益   

投資有価証券売却益 98 －

その他 0 0

特別利益合計 98 0

特別損失   

固定資産除売却損 134 15

有価証券売却損 － 4,369

その他 18 25

特別損失合計 152 4,410

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（△）

7,808 △4,594

法人税、住民税及び事業税 2,829 337

法人税等調整額 200 △655

法人税等合計 3,029 △317

少数株主利益 536 88

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,242 △4,365
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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）

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（△）

7,808 △4,594

減価償却費 5,999 5,888

持分法による投資損益（△は益） △5 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） 182 △122

賞与引当金の増減額（△は減少） 675 251

受取利息及び受取配当金 △978 △539

支払利息 329 227

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 4,369

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） △3 △5

有形固定資産売却損益（△は益） 152 15

売上債権の増減額（△は増加） 12,869 11,047

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,438 △1,781

その他の流動資産の増減額（△は増加） 766 103

仕入債務の増減額（△は減少） △3,496 △4,847

未払費用の増減額（△は減少） 3,527 3,313

役員賞与の支給額 △397 △329

その他 △140 982

小計 23,881 13,977

利息及び配当金の受取額 978 539

利息の支払額 △329 △227

法人税等の支払額 △5,098 △1,087

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,432 13,202

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △197 △45

定期預金の払戻による収入 98 91

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △6,390 △1,399

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 4,198 3,642

有形固定資産の取得による支出 △7,140 △4,144

有形固定資産の売却による収入 △15 67

貸付けによる支出 △214 △75

貸付金の回収による収入 120 130

その他 28 174

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,512 △1,559
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（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) 

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） △4,803 △1,512

長期借入れによる収入 5,185 1,133

長期借入金の返済による支出 △833 △396

自己株式の取得による支出 △1 0

配当金の支払額 △1,713 △1,150

少数株主への配当金の支払額 △326 △295

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,491 △2,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 368 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,797 9,393

現金及び現金同等物の期首残高 16,709 19,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 24,506 29,065
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