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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 49,581 △48.7 △3,137 ― △2,363 ― △1,193 ―
21年3月期第1四半期 96,682 4.8 3,240 △12.6 3,982 △6.5 2,270 △5.7

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 △5.46 ―
21年3月期第1四半期 10.20 ―

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

22年3月期第1四半期 261,259 76,608 27.5 329.04
21年3月期 269,655 76,450 26.6 327.97

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  71,935百万円 21年3月期  71,700百万円

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 ― 3.50 ― 0.00 3.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

111,000 △43.1 △5,500 ― △5,600 ― △4,900 ― △22.41

通期 230,000 △30.1 △8,000 ― △8,000 ― △6,600 ― △30.19
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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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧下さい。 

(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 
本資料に掲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およ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及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、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」をご覧下さい。 

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 有

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 222,984,315株 21年3月期  222,984,315株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,363,677株 21年3月期  4,364,589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 218,620,315株 21年3月期第1四半期 222,635,633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 31,965 18,521

受取手形及び売掛金 53,279 59,506

製品 16,868 16,791

仕掛品 14,344 14,820

原材料及び貯蔵品 7,705 7,952

繰延税金資産 3,447 3,361

短期貸付金 215 17,143

その他 9,570 9,088

貸倒引当金 △345 △311

流動資産合計 137,050 146,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 27,075 26,508

機械装置及び運搬具（純額） 46,445 46,851

土地 22,024 21,978

リース資産（純額） 648 888

建設仮勘定 3,975 4,416

その他（純額） 3,810 3,855

有形固定資産合計 103,979 104,498

無形固定資産   

のれん 81 90

ソフトウエア 117 112

その他 934 283

無形固定資産合計 1,134 486

投資その他の資産   

投資有価証券 11,068 10,277

繰延税金資産 6,412 5,616

その他 2,326 2,609

貸倒引当金 △713 △707

投資その他の資産合計 19,094 17,795

固定資産合計 124,208 122,780

資産合計 261,259 269,655
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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 38,997 47,326

短期借入金 32,547 31,951

リース債務 196 186

未払金 7,042 8,056

未払法人税等 269 217

設備関係支払手形 787 1,535

製品保証引当金 4,180 4,515

賞与引当金 1,337 －

役員賞与引当金 44 59

その他 8,904 9,512

流動負債合計 94,306 103,362

固定負債   

社債 10 10

長期借入金 72,749 71,769

リース債務 474 482

再評価に係る繰延税金負債 4,512 4,512

退職給付引当金 10,977 11,125

役員退職慰労引当金 572 851

環境対策引当金 207 207

負ののれん 70 79

その他 769 802

固定負債合計 90,344 89,842

負債合計 184,651 193,204

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,113 19,113

資本剰余金 20,256 20,257

利益剰余金 31,861 33,055

自己株式 △987 △989

株主資本合計 70,244 71,437

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,262 763

繰延ヘッジ損益 △17 48

土地再評価差額金 4,760 4,760

為替換算調整勘定 △4,314 △5,310

評価・換算差額等合計 1,690 262

少数株主持分 4,672 4,750

純資産合計 76,608 76,450

負債純資産合計 261,259 269,655
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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 96,682 49,581

売上原価 82,094 44,508

売上総利益 14,588 5,072

販売費及び一般管理費 11,347 8,209

営業利益又は営業損失（△） 3,240 △3,137

営業外収益   

受取利息 54 42

受取配当金 134 152

為替差益 597 575

受取技術料 22 13

持分法による投資利益 184 106

助成金収入 － 372

その他 215 157

営業外収益合計 1,209 1,422

営業外費用   

支払利息 450 545

その他 16 103

営業外費用合計 467 648

経常利益又は経常損失（△） 3,982 △2,363

特別利益   

固定資産売却益 32 4

貸倒引当金戻入額 10 17

保険解約返戻金 － 158

特別利益合計 43 180

特別損失   

固定資産処分損 58 130

投資有価証券評価損 － 10

たな卸資産評価損 301 －

特別退職金 － 160

特別損失合計 360 301

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（△）

3,666 △2,484

法人税、住民税及び事業税 2,341 181

法人税等調整額 △1,115 △1,393

法人税等合計 1,225 △1,211

少数株主利益又は少数株主損失（△） 169 △79

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,270 △1,193
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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（△）

3,666 △2,484

減価償却費 3,999 3,695

固定資産売却損益（△は益） △32 △4

固定資産処分損益（△は益） 58 130

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） － 10

のれん償却額 88 8

負ののれん償却額 △8 △9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） △432 △176

製品保証引当金の増減額（△は減少） 35 △344

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,185 1,332

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △70 △14

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △48 △277

受取利息及び受取配当金 △189 △195

保険解約損益（△は益） － △158

支払利息 450 545

持分法による投資損益（△は益） △184 △106

売上債権の増減額（△は増加） △1,268 6,819

たな卸資産の増減額（△は増加） △348 1,054

仕入債務の増減額（△は減少） 2,213 △8,868

未払金の増減額（△は減少） △150 319

その他 △2,182 △1,177

小計 7,781 133

利息及び配当金の受取額 430 167

利息の支払額 △638 △498

法人税等の支払額 △1,707 △112

保険金の受取額 － 161

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,866 △149

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 △391 △255

定期預金の払戻による収入 362 742

有形固定資産の取得による支出 △5,853 △4,494

有形固定資産の売却による収入 106 20

投資有価証券の取得による支出 △42 △1

貸付けによる支出 △69 △81

貸付金の回収による収入 52 51

その他 △89 86

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,924 △3,932
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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） 54 22

リース債務の返済による支出 － △36

長期借入れによる収入 345 1,952

長期借入金の返済による支出 △1,529 △1,032

自己株式の取得による支出 △3 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △779 －

少数株主への配当金の支払額 △163 △123

その他 90 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,983 781

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,010 △3,090

現金及び現金同等物の期首残高 20,073 34,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,062 31,182

－10－

カヤバ工業㈱（7242）　平成22年３月期第１四半期決算短信



－11－

カヤバ工業㈱（7242）　平成22年３月期第１四半期決算短信



－12－

カヤバ工業㈱（7242）　平成22年３月期第１四半期決算短信



－13－

カヤバ工業㈱（7242）　平成22年３月期第１四半期決算短信


	表紙.pdf
	定性的情報
	BS
	PL
	CF
	その他



