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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） 

 

(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2四半期 1,356,810 2.7 64,572 157.2 43,409 ― 17,370 ―
22年3月期第2四半期 1,321,639 △16.1 25,109 △65.5 2,647 △96.5 △3,104 ―

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 5.18 5.17
22年3月期第2四半期 △0.92 ―

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 4,184,707 1,305,095 30.0 373.98
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2四半期  1,255,171百万円 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  無  
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85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 2,850,000 △3.1 75,000 14.2 35,000 45.8 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2Q 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2Q  17,431,640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2Q 3,356,221,133株 22年3月期2Q 3,356,192,915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２四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２四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２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は 128 百万円，税金等調整前四半期純

利益は 2,140 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。 
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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 168,856 274,061

受取手形及び売掛金 845,212 948,200

有価証券 140,008 9

商品及び製品 176,280 171,699

仕掛品 930,391 937,740

原材料及び貯蔵品 138,353 130,622

繰延税金資産 145,792 142,720

その他 214,207 230,490

貸倒引当金 △8,234 △8,881

流動資産合計 2,750,868 2,826,662

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 349,384 344,601

機械装置及び運搬具（純額） 268,548 277,390

工具、器具及び備品（純額） 46,008 49,527

土地 166,878 163,784

リース資産（純額） 6,079 5,871

建設仮勘定 59,413 55,176

有形固定資産合計 896,313 896,350

無形固定資産 25,824 29,149

投資その他の資産   

投資有価証券 316,396 342,480

長期貸付金 2,505 3,597

繰延税金資産 10,245 9,367

その他 192,029 164,917

貸倒引当金 △9,477 △9,665

投資その他の資産合計 511,700 510,697

固定資産合計 1,433,838 1,436,197

資産合計 4,184,707 4,262,859
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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 584,905 646,538

短期借入金 100,174 117,679

1年内返済予定の長期借入金 91,392 109,539

コマーシャル・ペーパー 2,000 6,000

1年内償還予定の社債 14,424 20,000

製品保証引当金 26,266 28,636

受注工事損失引当金 26,212 24,490

係争関連損失引当金 9,552 13,941

前受金 458,827 389,041

その他 235,435 199,928

流動負債合計 1,549,192 1,555,796

固定負債   

社債 330,000 344,605

長期借入金 864,774 897,501

繰延税金負債 9,699 17,886

退職給付引当金 49,356 48,542

PCB廃棄物処理費用引当金 7,243 7,358

その他 69,345 62,396

固定負債合計 1,330,419 1,378,290

負債合計 2,879,611 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 809,110 800,199

自己株式 △5,031 △5,025

株主資本合計 1,273,626 1,264,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,116 35,942

繰延ヘッジ損益 △2,606 △721

為替換算調整勘定 △36,965 △21,894

評価・換算差額等合計 △18,455 13,327

新株予約権 1,509 1,184

少数株主持分 48,414 49,540

純資産合計 1,305,095 1,328,772

負債純資産合計 4,184,707 4,262,859
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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 1,321,639 1,356,810

売上原価 1,137,434 1,125,834

売上総利益 184,205 230,975

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 1,919 1,420

役員報酬及び給料手当 59,437 60,143

研究開発費 23,589 25,398

引合費用 14,589 16,188

その他 59,559 63,252

販売費及び一般管理費合計 159,095 166,403

営業利益 25,109 64,572

営業外収益   

受取利息 1,765 2,186

受取配当金 1,922 1,849

持分法による投資利益 － 3,386

その他 4,243 3,977

営業外収益合計 7,932 11,399

営業外費用   

支払利息 11,008 11,583

持分法による投資損失 9,316 －

為替差損 1,832 14,000

固定資産除却損 2,275 2,246

その他 5,961 4,733

営業外費用合計 30,394 32,563

経常利益 2,647 43,409

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,812

特別利益合計 － 2,812

特別損失   

投資有価証券評価損 － 4,192

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 2,096 －

特別損失合計 2,096 6,205

税金等調整前四半期純利益 551 40,015

法人税等 4,918 23,383

少数株主損益調整前四半期純利益 － 16,632

少数株主損失（△） △1,263 △738

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,104 17,370
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（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 551 40,015

減価償却費 65,734 62,561

退職給付引当金の増減額（△は減少） △127 △15

受取利息及び受取配当金 △3,688 △4,035

支払利息 11,008 11,583

持分法による投資損益（△は益） 9,316 △3,386

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,812

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,192

固定資産除却損 2,275 2,246

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 2,096 －

売上債権の増減額（△は増加） 253,136 98,825

たな卸資産及び前渡金の増減額（△は増加） △108,907 10,521

その他の資産の増減額（△は増加） △10,902 △44,772

仕入債務の増減額（△は減少） △109,685 △66,705

前受金の増減額（△は減少） 29,456 72,943

その他の負債の増減額（△は減少） △43,926 36,848

その他 △2,883 921

小計 93,453 220,946

利息及び配当金の受取額 4,712 5,022

利息の支払額 △10,775 △11,732

法人税等の支払額 △21,083 △5,272

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,307 208,963

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） △1,237 △929

有形及び無形固定資産の取得による支出 △100,194 △70,033

有形及び無形固定資産の売却による収入 18,865 739

投資有価証券の取得による支出 △35,551 △12,481

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,155 4,249

貸付けによる支出 △1,075 △743

貸付金の回収による収入 4,731 1,908

その他 △493 △915

投資活動によるキャッシュ・フロー △113,801 △78,207

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）

△261,522 △17,418

長期借入れによる収入 140,262 5,768

長期借入金の返済による支出 △87,176 △51,241

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 13,886 441

配当金の支払額 △10,009 △6,680

少数株主への配当金の支払額 △710 △598

その他 △1,058 △773

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,677 △90,503

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,907 △5,381
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △250,263 34,871

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 175,649 295,488
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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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