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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日） 
(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 ％

23年３月期第２四半期 38,765 30.6 2,927 － 3,594 281.0 1,551 140.4
22年３月期第２四半期 29,689 △37.4 △139 － 943 △70.5 645 △63.2
 

 
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 15.47 －
22年３月期第２四半期 6.43 －
 
(2) 連結財政状態 

 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 77,473 45,315 55.2 426.20
22年３月期 80,912 44,829 52.5 423.45
（参考）自己資本  23年３月期第２四半期 42,741百万円 22年３月期 42,467百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 3.00 － 5.00 8.00 
23年３月期 － 5.00  
23年３月期(予想)  － 5.00 10.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：有 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（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） 

 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 75,000 12.8 5,700 183.6 7,000 74.9 3,350 44.3 33.40
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】３ページ. 「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 －社  （社名）  除外 －社  （社名） 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：無 

（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 106,484,667株 22年３月期 106,484,667株
② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 6,199,931株 22年３月期 6,196,894株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期２Ｑ 100,286,522株 22年３月期２Ｑ 100,300,285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連結財務諸表レビュー手続きは終了して
おりません。 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出しており、実

際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における経済状況は、米国・欧州経済は停滞気味でしたが、中国を始めとするアジア

経済は引き続き堅調に推移し、わが国経済も相応の回復が見られました。 

 自動車業界におきましては、国内市場におけるエコカー補助金等の政策効果や、中国・インド他の新興国市場の

需要増加等により自動車生産台数は増加しました。 

 国内の建築・住宅産業につきましては引き続き厳しい状況にありました。 

 このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間における売上高は38,765百万円（前年同四半期比30.6％増）、

営業利益は2,927百万円（前年同四半期比3,067百万円の増加)、経常利益は3,594百万円（前年同四半期比281.0％

増）、四半期純利益は1,551百万円（前年同四半期比140.4％増）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は77,473百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,439百万円減少し

ました。これは、設備投資抑制及び減価償却進捗により有形固定資産が1,805百万円減少したこと等によるものです。 

負債につきましては、32,157百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,925百万円減少しました。これは、環境対策

引当金481百万円を計上した一方、借入金が4,336百万円減少したこと等によるものです。 

 純資産につきましては、45,315百万円と前連結会計年度末に比べ486百万円増加しました。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は55.2％となり、前連結会計年度末に比べ2.7ポイ

ント増加しました。 

 

②キャッシュ・フローの状況の分析 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、7,090百万円となりました。当第２四半期連結会計

期間末における各キャッシュ・フロー状況とこれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益に加え、仕入債務増加等の資金増加要因があ

ったこと等により、5,371百万円の資金増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備の増強・更新等、有形固定資産取得による支出1,139百万円があった

こと等により、960百万円の資金減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは借入金の返済による純支出4,336百万円や配当金の支払いによる支出570百

万円があったこと等により、4,955百万円の資金減少となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 第３四半期連結会計期間以降のわが国の経済環境は、不安定な為替・株式市場の動向に加え、エコカー補助金終

了に伴う自動車の減産などの懸念材料があります。欧米経済も減速傾向にあると見られますが、上期に引き続き中

国ほかアジアを中心とする堅調な需要推移が見込まれることから、当社グループの2011年３月期通期の連結業績予

想は売上高75,000百万円、営業利益5,700百万円、経常利益7,000百万円、当期純利益3,350百万円に修正致します。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理に関する事項の変更 

 (1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日）及び

「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を適用し、

連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、期首利益剰余金は97百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ７百万円

減少しております。 

 

 (2) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

②追加情報 

 第１四半期連結会計期間において、当社及び一部の国内子会社は、「ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物」に

関して、包括的な調査を実施して処理方針を決定したことに伴い、その金額を合理的に見積ることが可能になった

ため、引当金を計上することとしました。 

 これにより、税金等調整前四半期純利益は481百万円減少しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,092 7,929

受取手形及び売掛金 18,937 18,965

商品及び製品 4,404 4,811

仕掛品 3,390 3,318

原材料及び貯蔵品 1,580 1,444

繰延税金資産 723 658

その他 724 822

貸倒引当金 △13 △12

流動資産合計 36,840 37,936

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,971 9,320

機械装置及び運搬具（純額） 11,873 13,091

土地 2,605 2,564

建設仮勘定 557 776

その他（純額） 782 842

有形固定資産合計 24,790 26,596

無形固定資産 347 369

投資その他の資産   

投資有価証券 7,443 7,516

繰延税金資産 3,892 4,297

前払年金費用 3,364 3,157

保険積立金 440 522

その他 432 593

貸倒引当金 △79 △77

投資その他の資産合計 15,494 16,009

固定資産合計 40,633 42,975

資産合計 77,473 80,912
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,095 11,917

短期借入金 3,872 8,003

未払法人税等 466 524

賞与引当金 1,673 1,623

その他 3,034 3,292

流動負債合計 21,142 25,362

固定負債   

長期借入金 8,976 9,181

繰延税金負債 2 2

退職給付引当金 1,025 1,010

役員退職慰労引当金 463 430

環境対策引当金 481 －

負ののれん 0 0

その他 66 96

固定負債合計 11,015 10,720

負債合計 32,157 36,082

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,573 8,573

資本剰余金 6,604 6,604

利益剰余金 34,175 33,223

自己株式 △2,903 △2,902

株主資本合計 46,450 45,499

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18 18

為替換算調整勘定 △3,690 △3,050

評価・換算差額等合計 △3,708 △3,032

新株予約権 46 42

少数株主持分 2,527 2,320

純資産合計 45,315 44,829

負債純資産合計 77,473 80,912
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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

売上高 29,689 38,765

売上原価 24,861 30,752

売上総利益 4,827 8,013

販売費及び一般管理費 4,967 5,085

営業利益又は営業損失（△） △139 2,927

営業外収益   

受取利息及び配当金 38 54

持分法による投資利益 432 614

生命保険配当金 27 11

受取ロイヤリティー 107 158

為替差益 89 －

助成金収入 393 33

その他 294 80

営業外収益合計 1,384 954

営業外費用   

支払利息 132 115

固定資産処分損 7 14

為替差損 － 54

その他 161 103

営業外費用合計 301 288

経常利益 943 3,594

特別利益   

固定資産売却益 7 6

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 12 1

特別利益合計 19 7

特別損失   

固定資産除却損 26 30

投資有価証券評価損 1 －

減損損失 2 88

貸倒引当金繰入額 － 3

環境対策引当金繰入額 － 481

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14

その他 0 0

特別損失合計 31 619

税金等調整前四半期純利益 931 2,982

法人税、住民税及び事業税 347 614

法人税等還付税額 △77 －

法人税等調整額 △209 357

法人税等合計 59 972
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(単位：百万円)

前第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) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,010

少数株主利益 226 459

四半期純利益 645 1,551

㈱リケン (6462)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

7



(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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 931 2,982

減価償却費 2,391 2,380

減損損失 2 88

持分法による投資損益（△は益） △432 △614

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 14

前払年金費用の増減額（△は増加） △535 △207

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14 33

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 3

環境対策引当金の増減額(△は減少) － 481

受取利息及び受取配当金 △38 △54

支払利息 132 115

為替差損益（△は益） △77 44

負ののれん償却額 △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

固定資産除却損 26 30

固定資産売却損益（△は益） △7 △6

売上債権の増減額（△は増加） 66 △55

たな卸資産の増減額（△は増加） △344 111

仕入債務の増減額（△は減少） △1,339 299

未払消費税等の増減額（△は減少） 115 △149

その他 251 290

小計 1,166 5,790

利息及び配当金の受取額 559 318

利息の支払額 △132 △116

法人税等の還付額 748 133

法人税等の支払額 △336 △755

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,005 5,371

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 △2,220 △1,139

有形固定資産の売却による収入 14 20

無形固定資産の取得による支出 △6 △13

投資有価証券の取得による支出 △19 △0

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 －

貸付けによる支出 △95 －

貸付金の回収による収入 0 91

その他の支出 △5 △12

その他の収入 34 92

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,298 △960
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(単位：百万円)

前第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) 

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 9,552 1,430

短期借入金の返済による支出 △7,677 △5,560

長期借入金の返済による支出 △206 △205

リース債務の返済による支出 △49 △48

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △303 △500

少数株主への配当金の支払額 △32 △69

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,282 △4,955

現金及び現金同等物に係る換算差額 298 △321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,288 △866

現金及び現金同等物の期首残高 5,709 7,928

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 28

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,997 7,090
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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