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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 2,087,762 4.4 80,811 75.4 50,834 183.7 17,966 318.5
22年3月期第3四半期 1,999,312 △16.0 46,065 △54.2 17,917 △79.3 4,293 △84.6

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3四半期 5.35 ―
22年3月期第3四半期 1.28 ―

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3四半期 4,095,208 1,302,335 30.6 373.15
22年3月期 4,262,859 1,328,772 30.0 380.80

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  1,252,349百万円 22年3月期  1,278,048百万円

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 ― 2.00 ― 2.00 4.00
23年3月期 ― 2.00 ―
23年3月期 

（予想） 2.00 4.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
連結業績予想の修正については，本日(平成23年2月3日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 
業績見通しの前提となる未確定外貨に係る為替レートは，1ドル82円，1ユーロ110円です。 

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 2,880,000 △2.1 95,000 44.7 50,000 108.3 20,000 41.2 5.96



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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  有  
（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 

（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） 

※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の開示時点において，金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は，現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり，リスクや不確実性を含んでいます。
従いまして，この業績見通しのみに依拠して投資判断を下すことはお控え下さいますようお願いいたします。実際の業績は，様々な重要な要素により，この
業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に与える要素には，当社グループの事業領域をとりまく経済情勢，対ドル
をはじめとする円の為替レート，日本の株式相場などが含まれます。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「1.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3Q 3,373,647,813株 22年3月期  3,373,647,813株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  17,454,793株 22年3月期  17,414,651株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 3,356,215,835株 22年3月期3Q 3,356,185,037株
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１．その他の情報 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算について，当社は当第３四半期連結累計期間における税引前四半期純利益に重要な永 

久差異を加減算し法定実効税率を乗じて計算し，連結子会社は主として当第３四半期連結会計期間を

含む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しています。 

なお，法人税等調整額は，法人税等に含めて表示しています。 

 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期連結会計期間から，「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 日企業会計基準委員会))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日企業会計基準委員会))を適用しています。 

これに伴い，当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は 217 百万円，税金等調整前四半期純

利益は 2,229 百万円減少しています。また，当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は

3,400百万円です。 

 

 

 

 

 



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 205,848 274,061

受取手形及び売掛金 873,543 948,200

有価証券 8 9

商品及び製品 171,248 171,699

仕掛品 913,564 937,740

原材料及び貯蔵品 137,577 130,622

繰延税金資産 145,623 142,720

その他 223,601 230,490

貸倒引当金 △8,100 △8,881

流動資産合計 2,662,914 2,826,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 351,578 344,601

機械装置及び運搬具（純額） 263,627 277,390

工具、器具及び備品（純額） 42,422 49,527

土地 166,886 163,784

リース資産（純額） 6,017 5,871

建設仮勘定 56,742 55,176

有形固定資産合計 887,275 896,350

無形固定資産 26,323 29,149

投資その他の資産   

投資有価証券 326,040 342,480

長期貸付金 3,911 3,597

繰延税金資産 9,274 9,367

その他 188,111 164,917

貸倒引当金 △8,643 △9,665

投資その他の資産合計 518,694 510,697

固定資産合計 1,432,293 1,436,197

資産合計 4,095,208 4,262,859



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 604,804 646,538

短期借入金 87,209 117,679

1年内返済予定の長期借入金 92,401 109,539

コマーシャル・ペーパー 80,000 6,000

1年内償還予定の社債 14,191 20,000

製品保証引当金 24,862 28,636

受注工事損失引当金 40,114 24,490

係争関連損失引当金 3,072 13,941

前受金 365,805 389,041

その他 210,769 199,928

流動負債合計 1,523,231 1,555,796

固定負債   

社債 330,000 344,605

長期借入金 804,193 897,501

繰延税金負債 13,064 17,886

退職給付引当金 50,319 48,542

PCB廃棄物処理費用引当金 7,194 7,358

その他 64,869 62,396

固定負債合計 1,269,640 1,378,290

負債合計 2,792,872 2,934,087

純資産の部   

株主資本   

資本金 265,608 265,608

資本剰余金 203,938 203,938

利益剰余金 802,994 800,199

自己株式 △5,038 △5,025

株主資本合計 1,267,503 1,264,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26,391 35,942

繰延ヘッジ損益 △2,855 △721

為替換算調整勘定 △38,690 △21,894

評価・換算差額等合計 △15,154 13,327

新株予約権 1,509 1,184

少数株主持分 48,476 49,540

純資産合計 1,302,335 1,328,772

負債純資産合計 4,095,208 4,262,859



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,999,312 2,087,762

売上原価 1,703,758 1,756,540

売上総利益 295,553 331,222

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 2,346 1,218

役員報酬及び給料手当 93,267 89,523

研究開発費 41,792 42,532

引合費用 21,589 24,248

その他 90,492 92,886

販売費及び一般管理費合計 249,487 250,410

営業利益 46,065 80,811

営業外収益   

受取利息 2,895 2,928

受取配当金 2,926 2,986

持分法による投資利益 － 3,670

その他 5,106 5,344

営業外収益合計 10,929 14,929

営業外費用   

支払利息 16,790 17,113

持分法による投資損失 7,407 －

為替差損 750 18,784

固定資産除却損 4,003 3,711

その他 10,125 5,298

営業外費用合計 39,077 44,907

経常利益 17,917 50,834

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,871

特別利益合計 － 2,871

特別損失   

投資有価証券評価損 － 3,899

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,012

事業構造改善費用 2,526 －

特別損失合計 2,526 5,911

税金等調整前四半期純利益 15,391 47,794

法人税等 14,488 31,464

少数株主損益調整前四半期純利益 － 16,330

少数株主損失（△） △3,390 △1,636

四半期純利益 4,293 17,966



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 15,391 47,794

減価償却費 101,103 96,843

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,240 1,005

受取利息及び受取配当金 △5,822 △5,915

支払利息 16,790 17,113

持分法による投資損益（△は益） 7,407 △3,670

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,871

投資有価証券評価損益（△は益） － 3,899

固定資産除却損 4,003 3,711

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,012

事業構造改善費用 2,526 －

売上債権の増減額（△は増加） 171,122 66,487

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △144,870 47,022

その他の資産の増減額（△は増加） △28,564 △60,803

仕入債務の増減額（△は減少） △97,666 △45,039

前受金の増減額（△は減少） 25,554 △19,539

その他の負債の増減額（△は減少） △22,424 13,407

その他 △2,168 1,766

小計 43,624 163,224

利息及び配当金の受取額 7,176 7,502

利息の支払額 △15,751 △16,822

法人税等の支払額 △40,957 △14,690

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,908 139,214

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △1,489 △562

有形及び無形固定資産の取得による支出 △138,566 △98,781

有形及び無形固定資産の売却による収入 21,001 1,794

投資有価証券の取得による支出 △38,627 △13,466

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,146 4,250

貸付けによる支出 △467 △2,598

貸付金の回収による収入 6,955 2,341

その他 △203 △3,131

投資活動によるキャッシュ・フロー △149,249 △110,154



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額
（△は減少）

△155,364 47,702

長期借入れによる収入 144,881 11,733

長期借入金の返済による支出 △111,755 △115,618

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 △350 △20,000

少数株主からの払込みによる収入 13,971 1,644

配当金の支払額 △16,386 △13,087

少数株主への配当金の支払額 △806 △598

その他 △2,157 △1,635

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,968 △89,859

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,526 △6,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △179,600 △67,542

現金及び現金同等物の期首残高 425,913 261,373

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 275

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △1,031

現金及び現金同等物の四半期末残高 246,313 193,074



  

（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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