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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 47,694 ― 2,041 ― 2,258 ― 1,274 ―

20年3月期第2四半期 49,841 7.1 4,041 4.9 4,554 18.9 2,863 33.4

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

21年3月期第2四半期 12.71 ―

20年3月期第2四半期 28.50 ―

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

21年3月期第2四半期 87,333 43,718 49.0 426.52
20年3月期 90,801 44,972 48.5 439.05

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  42,785百万円 20年3月期  44,046百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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 95,000 △3.7 5,500 △24.9 5,500 △30.5 3,400 △35.7 33.89

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ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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 
 
１．本資料における予想値および将来の見通しに関する記述・言明は、弊社が現在入手可能な情報による判断および仮定に基づいております。その判断や仮定に内在
する不確実性および事業運営や内外の状況変化により、実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があり、弊社は将来予測に関するいかなる内容につ
いても、その確実性を保証するものではありません。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  101,627,073株 20年3月期  101,627,073株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,313,900株 20年3月期  1,304,136株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  100,316,790株 20年3月期第2四半期  100,467,570株









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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,242 4,223

受取手形及び売掛金 20,415 20,218

商品及び製品 6,579 6,855

仕掛品 2,262 1,984

原材料及び貯蔵品 1,580 1,648

その他 3,068 2,747

貸倒引当金 △26 △23

流動資産合計 37,122 37,654

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,297 12,949

機械装置及び運搬具（純額） 13,625 15,063

その他（純額） 10,940 11,091

有形固定資産合計 36,864 39,103

無形固定資産   

のれん 128 220

ソフトウエア 2,734 2,663

ソフトウエア仮勘定 － 271

その他 72 125

無形固定資産合計 2,936 3,280

投資その他の資産   

投資有価証券 8,214 8,681

その他 2,334 2,214

貸倒引当金 △138 △133

投資その他の資産合計 10,410 10,762

固定資産合計 50,211 53,146

資産合計 87,333 90,801



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,716 16,655

短期借入金 8,055 8,221

未払法人税等 1,062 805

その他 5,742 5,995

流動負債合計 30,576 31,677

固定負債   

長期借入金 9,376 10,304

退職給付引当金 1,645 1,587

役員退職慰労引当金 31 55

その他 1,985 2,202

固定負債合計 13,038 14,150

負債合計 43,614 45,828

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,951 10,951

資本剰余金 5,506 5,510

利益剰余金 28,374 27,687

自己株式 △749 △749

株主資本合計 44,083 43,400

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 805 1,262

繰延ヘッジ損益 2 5

為替換算調整勘定 △2,105 △622

評価・換算差額等合計 △1,297 645

少数株主持分 933 926

純資産合計 43,718 44,972

負債純資産合計 87,333 90,801



（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）

当第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) 

売上高 47,694 

売上原価 35,183 

売上総利益 12,510 

販売費及び一般管理費 10,469 

営業利益 2,041 

営業外収益  

受取利息 20 

受取配当金 92 

持分法による投資利益 249 

その他 303 

営業外収益合計 667 

営業外費用  

支払利息 240 

その他 209 

営業外費用合計 450 

経常利益 2,258 

特別利益  

固定資産売却益 2 

特別利益合計 2 

特別損失  

持分変動損失 99 

固定資産除売却損 101 

特別損失合計 201 

税金等調整前四半期純利益 2,059 

法人税、住民税及び事業税 851 

法人税等調整額 △109 

法人税等合計 742 

少数株主利益 42 

四半期純利益 1,274 



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 24,398 

売上原価 18,144 

売上総利益 6,253 

販売費及び一般管理費 5,309 

営業利益 944 

営業外収益  

受取利息 10 

受取配当金 29 

持分法による投資利益 111 

その他 335 

営業外収益合計 486 

営業外費用  

支払利息 117 

その他 78 

営業外費用合計 195 

経常利益 1,235 

特別利益  

固定資産売却益 0 

特別利益合計 0 

特別損失  

固定資産除売却損 80 

特別損失合計 80 

税金等調整前四半期純利益 1,154 

法人税、住民税及び事業税 401 

法人税等調整額 △93 

法人税等合計 308 

少数株主利益 31 

四半期純利益 814 



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第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) 

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 2,059

減価償却費 2,962

のれん償却額 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27

受取利息及び受取配当金 △113

支払利息 240

為替差損益（△は益） 58

持分法による投資損益（△は益） △249

持分変動損益（△は益） 99

固定資産除売却損益（△は益） 98

売上債権の増減額（△は増加） △725

たな卸資産の増減額（△は増加） △319

仕入債務の増減額（△は減少） △371

その他 11

小計 3,840

利息及び配当金の受取額 191

利息の支払額 △242

法人税等の支払額 △548

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,241

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） △0

固定資産の取得による支出 △2,572

固定資産の売却による収入 14

投資有価証券の取得による支出 △220

子会社株式の取得による支出 △49

その他 81

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,747

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） 90

長期借入れによる収入 37

長期借入金の返済による支出 △850

自己株式の取得による支出 △9

自己株式の売却による収入 5

配当金の支払額 △501

少数株主への配当金の支払額 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,253

現金及び現金同等物に係る換算差額 △213

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △972

現金及び現金同等物の期首残高 4,150

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,178
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