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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 15,362 △37.8 △607 ― △892 ― △912 ―

21年3月期第2四半期 24,717 ― 23 ― △337 ― △1,005 ―

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 △20.26 ―

21年3月期第2四半期 △22.30 ―

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 52,381 19,952 37.4 434.38
21年3月期 55,680 20,632 36.4 449.26

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  19,572百万円 21年3月期  20,248百万円

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 ― 3.00 ― 2.00 5.00
22年3月期 ― 1.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 3.00

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  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 31,500 △19.2 △600 ― △900 ― △1,100 ― △24.41
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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３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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） 

（注）詳細は３～４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(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 

 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変
化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項については、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参照下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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2四半期 48,391,922株 21年3月期  48,391,922株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,334,290株 21年3月期  3,321,061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 45,064,916株 21年3月期第2四半期 45,096,379株
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  当第２四半期連結累計期間の経済概況は、昨年後半の世界的な金融危機に端を発した景気の急減速に対応するため

の各国政府の財政出動による下支えもあり回復基調も一部で見え始めたと言われていますが、景気減速前の水準には

程遠い状況で、景気の先行きには不透明感が残っております。 

  こうした状況下、当社グループにおいては、徹底したコスト削減・新規需要の開拓に努めました。８月にはリチウ

ムイオン電池正極材料の事業に対し、米国エネルギー省から35百万ドルの助成金を獲得する等、将来の事業展開に向

けた布石を打つことが出来ました。更に一部事業分野では景気減速前の水準まで需要の回復も見られるようになりま

したが、全体としては業績回復途上の経営状況にあります。  

  結果として、当第２四半期累計期間の売上は、回復速度が緩く15,362百万円（前年同期比37.8％減）となりまし

た。利益面では、一層の固定費削減を進めたものの、原燃料価格の高止まり、為替の円高進行等により、営業損失

607百万円（前年同期は営業利益23百万円）、経常損失892百万円（前年同期は経常損失337百万円）、四半期純損失

912百万円（前年同期は四半期純損失1,005百万円）となりました。  

  

  当第２四半期の総資産は52,381百万円と前連結会計年度末比3,299百万円減少しています。これは、設備代金の支

払等による現金及び預金、たな卸資産の減少が大きかったことによるものです。負債は前年連結会計年度末比2,619

百万円減の32,428百万円となりました。主な要因は、設備関係の債務（工事未払金、設備未払金等）及び借入金等の

減少によるものです。純資産は四半期純損失の計上となり、利益剰余金が減少したこと等により、前連結会計年度末

比679百万円減少し、19,952百万円となりました。  

  

 平成21年11月2日に業績予想の修正を行っております。詳しくは同日公表の「営業外費用の計上並びに業績予想の

修正および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

該当事項はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部の連結子会社において実地棚卸を省略し、前

連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、経営環境等並びに一時差異等の発生状況について前連結

会計年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタ

ックス・プランニングの結果を利用しております。 

③税金費用の計算 

一部の連結子会社において、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

   

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額1億円以上（工期６ヶ月超）の工事については

工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計基

準」企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手

した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事につ

いては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用

しております。 

これによる損益への影響は軽微であります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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

（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
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表示の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「為替差損」及び「債権売却損」は、営業外費

用の総額の100分の20以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて表示することとしました。なお、

当第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」及び「債権売却損」は、それぞ

れ14百万円、7百万円であります。 

また、前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「貸倒引当金繰入額」（当第２四半期連

結累計期間12百万円）は、特別損失の総額の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表

示することとしました。 

  

4

戸田工業㈱(4100)平成22年３月期　第２四半期決算短信



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 4,069 7,157

受取手形及び売掛金 6,306 5,300

完成工事未収入金 1,539 1,180

商品及び製品 2,337 2,863

仕掛品 1,764 1,794

未成工事支出金 458 948

原材料及び貯蔵品 1,763 2,519

その他 1,126 1,601

貸倒引当金 △23 △8

流動資産合計 19,341 23,357

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,630 5,594

機械装置及び運搬具（純額） 6,415 6,792

土地 6,888 6,884

建設仮勘定 7,271 6,699

その他（純額） 475 475

有形固定資産合計 26,681 26,446

無形固定資産   

のれん 68 188

その他 283 247

無形固定資産合計 352 435

投資その他の資産   

その他 6,345 5,779

貸倒引当金 △338 △338

投資その他の資産合計 6,007 5,441

固定資産合計 33,040 32,323

資産合計 52,381 55,680
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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 5,126 4,982

短期借入金 9,955 10,505

1年内返済予定の長期借入金 2,413 1,639

未払法人税等 96 70

引当金 253 419

その他 2,409 4,562

流動負債合計 20,253 22,180

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 9,284 9,986

退職給付引当金 2,366 2,426

引当金 171 162

その他 152 92

固定負債合計 12,175 12,867

負債合計 32,428 35,048

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,562 5,562

資本剰余金 15,553 15,552

利益剰余金 534 1,531

自己株式 △1,500 △1,493

株主資本合計 20,149 21,153

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △164 △281

為替換算調整勘定 △412 △622

評価・換算差額等合計 △576 △904

少数株主持分 380 383

純資産合計 19,952 20,632

負債純資産合計 52,381 55,680
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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 24,717 15,362

売上原価 21,828 13,708

売上総利益 2,889 1,653

販売費及び一般管理費合計 2,866 2,260

営業利益又は営業損失（△） 23 △607

営業外収益   

受取利息 11 18

受取配当金 28 19

雇用調整助成金 － 57

その他 85 61

営業外収益合計 126 157

営業外費用   

支払利息 120 157

持分法による投資損失 106 191

為替差損 108 －

債権売却損 38 －

その他 112 94

営業外費用合計 486 442

経常損失（△） △337 △892

特別利益   

固定資産売却益 － 15

退職給付引当金戻入額 － 12

保険解約返戻金 59 －

投資有価証券売却益 － 3

その他 24 －

特別利益合計 83 32

特別損失   

固定資産処分損 135 27

貸倒引当金繰入額 162 －

訴訟和解金 210 －

のれん一括償却 － 103

その他 191 18

特別損失合計 699 149

税金等調整前四半期純損失（△） △953 △1,010

法人税、住民税及び事業税 17 72

法人税等調整額 34 △180

法人税等合計 52 △108

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 10

四半期純損失（△） △1,005 △912
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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