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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 613,628 △7.6 38,701 △1.0 29,673 5.3 9,651 △7.9

23年3月期第1四半期 664,124 10.1 39,086 927.5 28,172 ― 10,474 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 11,401百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △5,733百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 2.88 2.87
23年3月期第1四半期 3.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 3,995,178 1,316,737 31.7
23年3月期 3,989,001 1,312,678 31.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,266,972百万円 23年3月期  1,262,068百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
第２四半期連結累計期間の連結業績予想については、業績目標管理を年次でのみ行っているため、開示しておりません。 

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

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,850,000 △1.9 110,000 8.7 70,000 2.8 35,000 16.2 10.43



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ．２「１．サマリー情報（その他）に関する事項 （１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。実際の業績に影響を与える要素には、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。 
 
（決算補足説明資料の入手方法について） 
 決算補足説明資料は、当社ウェブサイトに掲載することとしております。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 3,373,647,813 株 23年3月期 3,373,647,813 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 18,526,806 株 23年3月期 18,582,258 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 3,355,099,510 株 23年3月期1Q 3,356,224,199 株
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算について、当社は当第１四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１四半期連結会計期

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。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

 

 （追加情報） 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計

上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号(平成 21 年 12 月４日企業会計

基準委員会)）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第24号(平成21年12月４日企業会計基準委員会)）を適用しています。 



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 301,047 169,079

受取手形及び売掛金 852,645 738,911

有価証券 8 200,003

商品及び製品 175,630 185,743

仕掛品 803,874 825,794

原材料及び貯蔵品 136,701 137,274

繰延税金資産 161,823 168,322

その他 151,383 188,095

貸倒引当金 △7,500 △8,013

流動資産合計 2,575,613 2,605,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 355,449 355,038

機械装置及び運搬具（純額） 251,507 251,563

工具、器具及び備品（純額） 39,714 39,714

土地 166,494 166,674

リース資産（純額） 6,004 5,832

建設仮勘定 42,358 37,808

有形固定資産合計 861,528 856,631

無形固定資産 25,165 24,595

投資その他の資産   

投資有価証券 321,285 314,900

長期貸付金 5,180 5,243

繰延税金資産 10,824 10,632

その他 198,938 187,480

貸倒引当金 △9,535 △9,517

投資その他の資産合計 526,693 508,739

固定資産合計 1,413,387 1,389,966

資産合計 3,989,001 3,995,178



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 619,107 591,137

短期借入金 85,488 73,130

1年内返済予定の長期借入金 211,114 220,361

1年内償還予定の社債 14,074 14,157

製品保証引当金 23,123 22,147

受注工事損失引当金 50,753 48,856

係争関連損失引当金 2,167 2,351

前受金 330,275 373,480

その他 197,965 198,586

流動負債合計 1,534,070 1,544,210

固定負債   

社債 330,000 330,000

長期借入金 684,989 670,396

繰延税金負債 3,607 9,688

退職給付引当金 49,842 50,688

PCB廃棄物処理費用引当金 7,007 6,994

その他 66,805 66,463

固定負債合計 1,142,251 1,134,231

負債合計 2,676,322 2,678,441

純資産の部   

株主資本   

資本金 265,608 265,608

資本剰余金 203,939 203,939

利益剰余金 815,145 818,045

自己株式 △5,425 △5,410

株主資本合計 1,279,267 1,282,182

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 25,579 21,837

繰延ヘッジ損益 △467 △844

為替換算調整勘定 △42,311 △36,203

その他の包括利益累計額合計 △17,199 △15,210

新株予約権 1,509 1,509

少数株主持分 49,101 48,255

純資産合計 1,312,678 1,316,737

負債純資産合計 3,989,001 3,995,178



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 664,124 613,628

売上原価 546,090 496,489

売上総利益 118,034 117,139

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 399 －

役員報酬及び給料手当 30,171 30,852

研究開発費 10,492 8,995

引合費用 8,117 7,189

その他 29,766 31,399

販売費及び一般管理費合計 78,947 78,438

営業利益 39,086 38,701

営業外収益   

受取利息 873 832

受取配当金 1,473 1,635

持分法による投資利益 969 133

その他 3,392 2,070

営業外収益合計 6,708 4,672

営業外費用   

支払利息 5,763 5,315

為替差損 9,100 4,548

固定資産除却損 959 651

その他 1,799 3,185

営業外費用合計 17,623 13,700

経常利益 28,172 29,673

特別利益   

投資有価証券売却益 2,666 －

特別利益合計 2,666 －

特別損失   

投資有価証券評価損 4,175 2,183

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,012 －

特別損失合計 6,187 2,183

税金等調整前四半期純利益 24,651 27,490

法人税等 14,925 18,195

少数株主損益調整前四半期純利益 9,725 9,295

少数株主損失（△） △748 △356

四半期純利益 10,474 9,651



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,725 9,295

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,312 △3,956

繰延ヘッジ損益 △1,128 12

為替換算調整勘定 △1,620 5,998

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,396 52

その他の包括利益合計 △15,458 2,106

四半期包括利益 △5,733 11,401

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,986 11,640

少数株主に係る四半期包括利益 △746 △238



  

（３）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（４）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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