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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 173,411 △21.5 5,631 △45.4 6,080 △49.5 △556 ―

21年3月期第2四半期 220,976 ― 10,321 ― 12,049 ― 5,778 ―

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2四半期 △3.46 ―

21年3月期第2四半期 35.96 ―

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2四半期 346,751 172,661 40.7 878.69
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2四半期  141,210百万円 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  有  

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、現時点では期末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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 8.00

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 379,000 △5.3 17,500 91.7 19,000 104.9 6,000 48.4 37.34
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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  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． 平成21年７月29日に公表しております連結業績予想は、通期について修正しております。 
２． 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。 
３． 平成22年３月期の期末日における配当予想額は未定であります。期末配当予想額は、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2四半期 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2四半期  83,716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2四半期 160,706,196株 21年3月期第2四半期 160,711,343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）

　（％表示は対前期増減率）

（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

　１．平成21年７月29日に公表しております個別業績予想は、通期について修正しております。

　２．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

198,000 △ 7.7 7,000 9.0 11,700 △ 11.1 7,500 33.9 46.67

売　上　高
１株当たり
当期純利益

営　業　利　益 経　常　利　益 当　期　純　利　益

通　　　期
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 24,808 18,168

受取手形及び売掛金 64,623 70,209

有価証券 9,598 6,758

製品 19,337 15,518

仕掛品 8,943 6,589

原材料及び貯蔵品 13,811 15,345

繰延税金資産 4,229 4,138

その他 6,168 8,324

貸倒引当金 △1,045 △1,089

流動資産合計 150,475 143,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,649 35,219

機械装置及び運搬具（純額） 32,447 36,537

工具、器具及び備品（純額） 11,079 11,485

土地 13,094 12,928

建設仮勘定 1,779 2,286

有形固定資産合計 92,050 98,458

無形固定資産 1,782 1,498

投資その他の資産   

投資有価証券 86,618 90,456

長期貸付金 470 595

繰延税金資産 13,405 14,578

その他 2,180 2,553

貸倒引当金 △231 △234

投資その他の資産合計 102,443 107,949

固定資産合計 196,276 207,906

資産合計 346,751 351,869
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 58,681 57,641

短期借入金 37,768 43,737

未払費用 16,714 16,205

未払法人税等 978 841

賞与引当金 4,887 4,836

役員賞与引当金 166 329

製品保証引当金 1,400 1,400

その他 6,072 5,880

流動負債合計 126,669 130,871

固定負債   

長期借入金 17,907 17,198

退職給付引当金 27,378 26,740

役員退職慰労引当金 1,374 1,768

その他 759 805

固定負債合計 47,420 46,512

負債合計 174,090 177,384

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 107,446 109,289

自己株式 △67 △66

株主資本合計 138,758 140,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,442 3,246

為替換算調整勘定 △2,989 △1,664

評価・換算差額等合計 2,452 1,582

少数株主持分 31,450 32,301

純資産合計 172,661 174,485

負債純資産合計 346,751 351,869
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 220,976 173,411

売上原価 192,065 151,523

売上総利益 28,911 21,888

販売費及び一般管理費 18,589 16,257

営業利益 10,321 5,631

営業外収益   

受取利息及び配当金 1,359 647

持分法による投資利益 6 3

その他 1,448 1,233

営業外収益合計 2,813 1,885

営業外費用   

支払利息 696 409

その他 389 1,026

営業外費用合計 1,085 1,436

経常利益 12,049 6,080

特別利益   

投資有価証券売却益 98 －

その他 0 －

特別利益合計 98 －

特別損失   

固定資産除売却損 278 68

減損損失 499 －

貸倒引当金繰入額 600 －

有価証券売却損 － 4,369

その他 18 115

特別損失合計 1,396 4,553

税金等調整前四半期純利益 10,751 1,526

法人税、住民税及び事業税 5,493 1,658

法人税等調整額 △1,321 △397

法人税等合計 4,171 1,260

少数株主利益 800 823

四半期純利益 5,778 △556
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 10,751 1,526

減価償却費 12,237 11,574

持分法による投資損益（△は益） △6 △3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 556 6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 251 241

賞与引当金の増減額（△は減少） 432 216

受取利息及び受取配当金 △1,359 △647

支払利息 696 409

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） 486 27

有形固定資産売却損益（△は益） 296 68

売上債権の増減額（△は増加） 19,421 4,748

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,459 △5,387

その他の流動資産の増減額（△は増加） △583 1,809

仕入債務の増減額（△は減少） △9,414 2,249

未払費用の増減額（△は減少） 1,349 782

役員賞与の支給額 △397 △329

その他 342 373

小計 30,599 22,031

利息及び配当金の受取額 1,359 647

利息の支払額 △696 △409

法人税等の支払額 △6,120 △2,144

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,142 20,125

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 △1,020 △404

定期預金の払戻による収入 120 354

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △12,524 △1,400

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 4,718 5,848

有形固定資産の取得による支出 △16,231 △7,232

有形固定資産の売却による収入 136 68

貸付けによる支出 △316 △105

貸付金の回収による収入 253 258

その他 1,940 62

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,924 △2,550
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △3,840 △5,112

長期借入れによる収入 6,582 1,230

長期借入金の返済による支出 △2,418 △459

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △1,927 △1,286

少数株主への配当金の支払額 △1,648 △957

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,253 △6,585

現金及び現金同等物に係る換算差額 262 △397

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △773 10,593

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 15,935 30,264
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