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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 6,789 △12.1 372 △47.1 365 △47.4 194 △47.9
21年3月期第2四半期 7,724 ― 705 ― 694 ― 372 ―

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 6,074.66 ―
21年3月期第2四半期 11,650.06 11,619.18

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 12,780 7,937 62.1 248,233.06
21年3月期 12,415 7,819 63.0 244,524.91

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,933百万円 21年3月期  7,819百万円

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
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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
22年3月期 ― 2,500.00
22年3月期 

（予想）
― 2,500.00 5,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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

通期 13,500 △14.1 500 △62.0 470 △63.2 280 △57.6 8,756.02
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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．その他をご覧ください。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 41,920株 21年3月期  41,920株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  9,942株 21年3月期  9,942株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 31,978株 21年3月期第2四半期 31,978株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記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及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等について
は４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に伴う景気の後退という厳しい状況下にあるもの

の、著しく悪化した企業の業況感は、製造業大企業を中心に改善の動きがみられてきております。しかし、企業収益

は低水準で推移しており設備投資は大幅に減少し、個人消費の低迷や雇用情勢も悪化が続くなど、景気の先行きは依

然として不透明な状況となっております。 

 当業界におきましては、民間設備投資の大幅な減少は当業界の需給関係を一層厳しくさせており、企業間の受注・

価格競争はかつてない激しい環境となっております。 

 このような厳しい状況下で、当社は全社員一丸となり、更なる品質の向上と納期厳守、及びお客様対応の充実も含

め、顧客満足を最優先に全力を傾注し営業活動を展開してまいりました。しかし、受注見込み案件の延期や中止など

景気後退の影響により、売上高は6,789百万円（前年同期比12.1％減）となりました。 

 利益につきましては、製造販売一体となり生産効率アップのための改善活動を推進しましたが、減収の影響が大き

く営業利益は372百万円（前年同期比47.1％減）、経常利益は365百万円（前年同期比47.4％減）、四半期純利益は

194百万円（前年同期比47.9％減）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

売上債権の回収による受取手形193百万円の減少及び売掛金199百万円の減少があったものの、現金及び預金501百万

円の増加及び棚卸資産が162百万円増加したことなどにより、流動資産合計は前事業年度末比341百万円（4.0％）増

加し、8,948百万円となりました。 

（固定資産） 

九州工場の新塗装ライン工事完了などにより機械及び装置が52百万円増加したものの、減価償却により建物が11百万

円、工具器具及び備品が13百万円それぞれ減少いたしました。これらの結果、固定資産合計は前事業年度末比22百万

円（0.6％）増加し、3,832百万円となりました。 

（流動負債） 

未払法人税等55百万円の減少等があったものの、買掛金250百万円の増加などの結果、流動負債合計は前事業年度末

比118百万円（3.2％）増加し、3,824百万円となりました。 

（固定負債） 

長期借入金が125百万円増加したことなどにより、固定負債合計は前事業年度末比127百万円（14.4％）増加し、

1,017百万円となりました。 

（純資産） 

繰越利益剰余金は配当金の支払により79百万円の減少の一方、四半期純利益194百万円を計上し、114百万円増加して

おります。また有価証券評価差額金により評価・換算差額等が４百万円増加いたしました。これらの結果、純資産合

計は前事業年度末比118百万円（1.5％）増加し、7,937百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーで252百万円の資金の減少があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローで743百万円、財務活動によるキャ

ッシュ・フローで10百万円の資金の増加があり、前事業年度末に比べ501百万円（17.4％）増加し、3,377百万円とな

りました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は743百万円となりました（前年同期は691百万円の増

加）。これは売上債権の減少391百万円による資金の増加に加え、税引前四半期純利益365百万円などがあったことに

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は252百万円となりました（前年同期は299百万円の減

少）。これは九州工場の新塗装ライン工事完了等に伴う有形固定資産取得による支出236百万円などがあったことに

よるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における財務活動による資金の増加は10百万円となりました（前年同期は172百万円の減

少）。これは長期借入金の返済による支出159百万円などがあったものの、長期借入による収入300百万円があったこ

とによるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 当第２四半期累計期間における業績動向等を踏まえ、平成21年10月７日に業績予想の修正を行いました。なお、業

績予想の修正に関する詳細は、平成21年10月７日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

  

固定資産の減価償却の方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、事業年度に係る減価償却費の

額を期間按分して計算しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,477 2,976

受取手形 954 1,147

売掛金 2,536 2,736

製品 960 880

仕掛品 263 215

原材料 221 187

繰延税金資産 491 442

その他 44 22

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 8,948 8,606

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,367 1,378

その他（純額） 1,630 1,592

有形固定資産合計 2,997 2,971

無形固定資産 128 137

投資その他の資産   

繰延税金資産 262 265

その他 446 439

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 705 701

固定資産合計 3,832 3,809

資産合計 12,780 12,415

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,495 1,244

短期借入金 400 450

1年内返済予定の長期借入金 249 235

未払法人税等 233 289

賞与引当金 292 268

その他 1,153 1,218

流動負債合計 3,824 3,706

固定負債   

長期借入金 375 250

退職給付引当金 641 639

固定負債合計 1,017 889

負債合計 4,842 4,596
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,124 2,124

資本剰余金 1,481 1,481

利益剰余金 6,199 6,085

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,933 7,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4 0

評価・換算差額等合計 4 0

純資産合計 7,937 7,819

負債純資産合計 12,780 12,415

㈱かわでん（6648）平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－ 6 －



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(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 7,724 6,789

売上原価 5,605 4,994

売上総利益 2,118 1,794

販売費及び一般管理費 1,412 1,421

営業利益 705 372

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 2 2

受取賃貸料 4 4

受取保険金 － 5

その他 17 8

営業外収益合計 27 21

営業外費用   

支払利息 9 8

売上債権売却損 18 14

その他 9 6

営業外費用合計 37 29

経常利益 694 365

特別利益   

固定資産売却益 3 －

その他 － 0

特別利益合計 3 0

特別損失   

固定資産除却損 4 0

投資有価証券評価損 17 －

その他 0 －

特別損失合計 21 0

税引前四半期純利益 676 365

法人税、住民税及び事業税 287 220

法人税等調整額 17 △49

法人税等合計 304 171

四半期純利益 372 194
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 676 365

減価償却費 159 184

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 30 24

受取利息及び受取配当金 △5 △3

受取保険金 △0 △5

会員権売却損益（△は益） － △0

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 17 －

支払利息 9 8

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △36 391

たな卸資産の増減額（△は増加） 280 △162

仕入債務の増減額（△は減少） 74 250

未払消費税等の増減額（△は減少） △70 △48

その他の資産の増減額（△は増加） △16 △21

その他の負債の増減額（△は減少） △176 31

小計 948 1,018

利息及び配当金の受取額 5 3

利息の支払額 △9 △8

法人税等の支払額 △253 △274

保険金の受取額 － 5

その他の収入 0 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 691 743

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △290 △236

有形固定資産の売却による収入 62 －

無形固定資産の取得による支出 △6 △15

固定資産の除却による支出 △3 －

差入保証金の差入による支出 △8 △0

その他 △52 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △299 △252

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） △50 △50

長期借入れによる収入 200 300

長期借入金の返済による支出 △243 △159

配当金の支払額 △79 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー △172 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 219 501

現金及び現金同等物の期首残高 2,609 2,876

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,828 3,377
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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