
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成22年11月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社かわでん 上場取引所 大 
コード番号 6648 URL http://www.kawaden.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 西谷 賢
問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理本部長 （氏名） 光藤 淳一 TEL 03-5714-4301
四半期報告書提出予定日 平成22年11月11日 配当支払開始予定日 平成22年12月6日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 5,939 △12.5 143 △61.5 143 △60.7 34 △82.4
22年3月期第2四半期 6,789 △12.1 372 △47.1 365 △47.4 194 △47.9

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

23年3月期第2四半期 1,066.16 ―
22年3月期第2四半期 6,074.66 ―

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

23年3月期第2四半期 12,001 7,933 66.1 248,101.13
22年3月期 12,267 7,987 65.1 249,779.09

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,933百万円 22年3月期  7,987百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00
23年3月期 ― 2,500.00
23年3月期 

（予想）
― 2,500.00 5,000.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 13,000 △6.6 270 △58.7 260 △59.5 100 △68.2 3,127.15



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 41,920株 22年3月期  41,920株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  9,942株 22年3月期  9,942株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 31,978株 22年3月期2Q 31,978株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。 

※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当たっての注意事項については２
ページ「１.当四半期の業績等に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国による需要の増加や景気対策効果などにより緩やかに回復

しつつあるものの、海外経済の減速懸念や為替変動、長期的なデフレの影響、厳しい雇用・所得環境など、依然と

して先行き不透明な状況のまま推移いたしました。 

  当業界におきましては、公共投資は減少している状況に加え、民間設備投資も持ち直しの動きがみられるとはい

え設備過剰感が残ることから極めて低水準で推移しており需給関係は改善されず、企業間の受注・価格競争はかつ

てない厳しい環境が続いております。 

  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 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、景気低迷の影響に伴った需給関

係の落ち込みにより、売上高は5,939百万円（前年同期比12.5％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143百万円（前年同期比61.5％減）、経常利益は143百万円（前年同期比60.7％減）、四半期純利益

につきましては、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額19百万円を特別損失に計上したことに加えて、税金費

用が増加したことから34百万円（前年同期比82.4％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

売上債権の回収などにより現金及び預金が355百万円増加したものの、受取手形が363百万円の減少及び売掛金が

107百万円の減少などの結果、流動資産合計は前事業年度末比134百万円（1.6%）減少し、8,355百万円となりまし

た。 

（固定資産） 

減価償却などにより有形固定資産が116百万円、無形固定資産が10百万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131百万円（3.5%）減少し、3,646百万円となりました。 

（流動負債） 

仕入債務の増加により買掛金が149百万円増加したものの、未払金190百万円の減少などの結果、流動負債合計は前

事業年度末比109百万円（3.3%）減少し、3,184百万円となりました。 

（固定負債） 

長期借入金の１年以内返済予定額の振替により長期借入金が125百万円減少などの結果、固定負債合計は前事業年

度末比102百万円（10.4%）減少し、882百万円となりました。 

（純資産） 

利益剰余金におきまして四半期純利益34百万円の計上があったものの、前事業年度の期末配当金79百万円などの結

果、純資産合計は53百万円（0.7%）減少し、7,933百万円となりました。 

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29百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで121百万円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505百万円の資金の増加があり、前事業年度末に比べ355百万円（10.5％）増加し、3,739百万円とな

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505百万円となりました。（前年同四半期累計期間は

743百万円の増加）。これは売上債権の減少438百万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29百万円となりました（前年同四半期累計期間は252

百万円の減少）。これは有形固定資産取得による支出19百万円及び、無形固定資産取得による支出８百万円などが

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減少は121百万円となりました（前年同四半期累計期間は10

百万円の増加）。これは長期借入金の借入による収入100百万円があったものの、長期借入金返済による支出141百

万円及び配当金の支払額79百万円などがあったことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 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22年10月26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22年10月26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。

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ０百万円減少し、税引前四半期純利

益が19百万円減少しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,839 3,484

受取手形 780 1,143

売掛金 2,134 2,241

製品 715 703

仕掛品 256 230

原材料 208 217

繰延税金資産 372 437

その他 49 32

貸倒引当金 △0 △1

流動資産合計 8,355 8,489

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,298 1,335

その他（純額） 1,439 1,519

有形固定資産合計 2,738 2,854

無形固定資産 100 111

投資その他の資産   

繰延税金資産 282 269

その他 528 545

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 807 811

固定資産合計 3,646 3,777

資産合計 12,001 12,267

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,357 1,207

短期借入金 400 400

1年内返済予定の長期借入金 366 282

未払法人税等 24 83

賞与引当金 173 171

その他 864 1,149

流動負債合計 3,184 3,293

固定負債   

長期借入金 217 342

退職給付引当金 653 643

資産除去債務 12 －

固定負債合計 882 985

負債合計 4,067 4,279
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 6,194 6,240

自己株式 △1,872 △1,872

株主資本合計 7,928 7,973

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 13

評価・換算差額等合計 5 13

純資産合計 7,933 7,987

負債純資産合計 12,001 12,267
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（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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 6,789 5,939

売上原価 4,994 4,541

売上総利益 1,794 1,397

販売費及び一般管理費 1,421 1,254

営業利益 372 143

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 2 1

受取賃貸料 4 4

受取保険金 5 0

助成金収入 － 8

その他 8 9

営業外収益合計 21 25

営業外費用   

支払利息 8 6

売上債権売却損 14 8

その他 6 9

営業外費用合計 29 25

経常利益 365 143

特別利益   

その他 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失   

固定資産除却損 0 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19

特別損失合計 0 19

税引前四半期純利益 365 124

法人税、住民税及び事業税 220 32

法人税等調整額 △49 57

法人税等合計 171 90

四半期純利益 194 34
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 365 124

減価償却費 184 173

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 19

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） 2 10

賞与引当金の増減額（△は減少） 24 2

受取利息及び受取配当金 △3 △3

受取保険金 △5 △0

会員権売却損益（△は益） △0 △0

支払利息 8 6

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 391 438

たな卸資産の増減額（△は増加） △162 △28

仕入債務の増減額（△は減少） 250 149

未払消費税等の増減額（△は減少） △48 10

その他の資産の増減額（△は増加） △21 △18

その他の負債の増減額（△は減少） 31 △283

小計 1,018 599

利息及び配当金の受取額 3 3

利息の支払額 △8 △6

法人税等の支払額 △274 △90

保険金の受取額 5 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 743 505

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 △236 △19

無形固定資産の取得による支出 △15 △8

差入保証金の差入による支出 △0 △0

その他 △0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △252 △29

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 －

長期借入れによる収入 300 100

長期借入金の返済による支出 △159 △141

配当金の支払額 △79 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー 10 △121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 501 355

現金及び現金同等物の期首残高 2,876 3,384

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,377 3,739
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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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