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

21年3月期第3四半期 273,264 △5.4 5,667 △59.9 3,696 △74.3 104 △98.5
20年3月期第3四半期 288,965 10.9 14,136 21.0 14,387 18.2 7,063 31.3

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3四半期 0.47 ―
20年3月期第3四半期 31.71 ―

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3四半期 276,493 83,751 28.4 358.73
20年3月期 289,738 91,738 29.8 387.45

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  78,424百万円 20年3月期  86,261百万円

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  有  

期末配当につきましては、現時点において未定であります。  

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 3.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 341,000 △11.9 0 ― △2,800 ― △5,800 ― △26.10

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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.平成21年２月５日に公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。 
2.期末配当予想額につきましては、現時点では未定とさせていただき、通期の業績等を総合的に勘案したうえでご提案させていただきます。 
3.上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。経済情勢・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや
不確定要因により実績数値が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
4.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）及び「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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  222,984,315株 20年3月期  222,984,315株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,365,835株 20年3月期  345,920株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  222,226,838株 20年3月期第3四半期  222,663,927株
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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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,727 15,937

受取手形及び売掛金 84,924 94,918

有価証券 － 734

製品 16,981 19,370

原材料 6,311 5,480

仕掛品 17,526 17,546

繰延税金資産 2,359 3,909

短期貸付金 47 4,551

その他 9,095 7,096

貸倒引当金 △899 △952

流動資産合計 152,072 168,592

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 26,917 23,860

機械装置及び運搬具（純額） 47,177 48,525

土地 19,262 19,173

建設仮勘定 7,131 5,276

その他（純額） 4,940 4,959

有形固定資産合計 105,428 101,795

無形固定資産   

のれん 119 325

ソフトウエア 109 132

その他 300 303

無形固定資産合計 529 761

投資その他の資産   

投資有価証券 10,945 13,391

繰延税金資産 5,178 3,395

その他 2,430 1,910

貸倒引当金 △92 △109

投資その他の資産合計 18,462 18,589

固定資産合計 124,420 121,146

資産合計 276,493 289,738
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 74,542 78,581

短期借入金 30,231 30,578

未払金 10,510 10,256

未払法人税等 314 1,825

設備関係支払手形 1,696 3,439

製品保証引当金 3,427 3,671

賞与引当金 2,309 －

役員賞与引当金 47 121

その他 7,413 10,998

流動負債合計 130,494 139,472

固定負債   

社債 25 40

長期借入金 43,860 39,784

再評価に係る繰延税金負債 4,512 4,512

退職給付引当金 11,685 12,397

役員退職慰労引当金 820 736

環境対策引当金 207 207

負ののれん 89 107

その他 1,045 739

固定負債合計 62,247 58,527

負債合計 192,741 198,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,113 19,113

資本剰余金 20,260 20,263

利益剰余金 37,676 39,077

自己株式 △992 △186

株主資本合計 76,058 78,268

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,147 2,824

繰延ヘッジ損益 △19 7

土地再評価差額金 4,760 4,760

為替換算調整勘定 △3,522 399

評価・換算差額等合計 2,366 7,992

少数株主持分 5,326 5,477

純資産合計 83,751 91,738

負債純資産合計 276,493 289,738
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（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 273,264

売上原価 234,340

売上総利益 38,924

販売費及び一般管理費 33,256

営業利益 5,667

営業外収益  

受取利息 179

受取配当金 181

受取技術料 174

持分法による投資利益 432

その他 760

営業外収益合計 1,728

営業外費用  

支払利息 1,394

為替差損 2,179

その他 124

営業外費用合計 3,699

経常利益 3,696

特別利益  

固定資産売却益 40

貸倒引当金戻入額 68

特別利益合計 108

特別損失  

固定資産処分損 366

減損損失 11

投資有価証券評価損 580

特別退職金 159

たな卸資産評価損 301

特別損失合計 1,420

税金等調整前四半期純利益 2,384

法人税、住民税及び事業税 1,182

法人税等還付税額 △204

法人税等調整額 1,093

法人税等合計 2,071

少数株主利益 208

四半期純利益 104
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 2,384

減価償却費 11,826

固定資産売却損益（△は益） △40

固定資産処分損益（△は益） 366

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 580

減損損失 11

のれん償却額 205

負ののれん償却額 △27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △53

退職給付引当金の増減額（△は減少） △937

製品保証引当金の増減額（△は減少） △132

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,309

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 91

受取利息及び受取配当金 △360

支払利息 1,394

持分法による投資損益（△は益） △432

売上債権の増減額（△は増加） 8,846

たな卸資産の増減額（△は増加） △332

仕入債務の増減額（△は減少） △2,451

未払金の増減額（△は減少） △786

その他 △3,992

小計 18,396

利息及び配当金の受取額 735

利息の支払額 △1,520

法人税等の支払額 △4,019

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,591

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,260

定期預金の払戻による収入 1,051

有形固定資産の取得による支出 △18,898

有形固定資産の売却による収入 145

投資有価証券の取得による支出 △1,166

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△473

貸付けによる支出 △267

貸付金の回収による収入 181

その他 △467

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,154
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,696

長期借入れによる収入 6,753

長期借入金の返済による支出 △4,035

社債の償還による支出 △40

自己株式の取得による支出 △811

自己株式の売却による収入 2

配当金の支払額 △1,558

少数株主への配当金の支払額 △164

その他 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,783

現金及び現金同等物に係る換算差額 △773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,552

現金及び現金同等物の期首残高 20,073

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,520
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