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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 125,735 ― 4,110 ― 4,249 ― 1,125 ―

20年3月期第2四半期 124,683 3.2 4,198 △36.6 4,334 △35.8 1,714 △60.6

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

21年3月期第2四半期 3.72 3.58
20年3月期第2四半期 5.67 5.37

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 293,259 155,489 50.4 489.05
20年3月期 294,961 160,493 51.8 505.02

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  147,921百万円 20年3月期  152,760百万円

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 ― 5.50 ― 5.50 11.00
21年3月期 ― 5.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.50 11.00

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 260,000 1.0 10,200 △3.0 10,000 1.8 3,800 △43.4 12.56

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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(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  無  

(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.上記に記載した予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績は、今後の様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50 号）附則第７条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 東洋インキヨーロッパホールディング（株） ）

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  303,108,724株 20年3月期  303,108,724株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  638,665株 20年3月期  624,410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  302,476,968株 20年3月期第2四半期  302,477,532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 12,061 12,785

受取手形及び売掛金 89,642 88,369

有価証券 531 467

商品及び製品 26,305 25,701

仕掛品 2,001 2,132

原材料及び貯蔵品 12,631 11,384

繰延税金資産 3,587 2,608

その他 2,155 2,482

貸倒引当金 △721 △758

流動資産合計 148,192 145,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 81,417 81,228

減価償却累計額 △46,675 △45,841

建物及び構築物（純額） 34,741 35,386

機械装置及び運搬具 137,203 138,747

減価償却累計額 △106,876 △106,615

機械装置及び運搬具（純額） 30,326 32,132

工具、器具及び備品 19,650 19,434

減価償却累計額 △16,403 △16,122

工具、器具及び備品（純額） 3,247 3,311

土地 27,101 27,424

リース資産 44 －

減価償却累計額 △15 －

リース資産（純額） 28 －

建設仮勘定 5,390 4,285

有形固定資産合計 100,836 102,540

無形固定資産   

無形固定資産合計 529 2,237

投資その他の資産   

投資有価証券 30,324 33,443

繰延税金資産 3,126 3,568

その他 10,897 8,655

貸倒引当金 △648 △656

投資その他の資産合計 43,700 45,011

固定資産合計 145,066 149,788

資産合計 293,259 294,961



（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 47,368 46,992

短期借入金 25,195 19,917

1年内償還予定の転換社債 14,303 14,303

未払法人税等 1,073 2,529

その他 13,969 14,865

流動負債合計 101,909 98,607

固定負債   

長期借入金 32,299 32,333

繰延税金負債 1,552 1,698

退職給付引当金 1,404 1,394

役員退職慰労引当金 225 219

その他 377 215

固定負債合計 35,860 35,860

負債合計 137,770 134,468

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,733 31,733

資本剰余金 32,920 32,922

利益剰余金 86,474 87,058

自己株式 △252 △249

株主資本合計 150,875 151,464

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,680 △541

為替換算調整勘定 △273 1,838

評価・換算差額等合計 △2,953 1,296

少数株主持分 7,567 7,732

純資産合計 155,489 160,493

負債純資産合計 293,259 294,961



（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 125,735

売上原価 100,033

売上総利益 25,701

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 3,205

給料及び手当 5,167

賞与 1,225

福利厚生費 1,327

減価償却費 881

研究開発費 1,353

その他の販売費及び一般管理費 8,429

販売費及び一般管理費合計 21,590

営業利益 4,110

営業外収益  

受取利息 83

受取配当金 288

持分法による投資利益 29

その他 690

営業外収益合計 1,092

営業外費用  

支払利息 604

為替差損 34

その他 314

営業外費用合計 953

経常利益 4,249

特別利益  

固定資産売却益 82

その他 2

特別利益合計 85

特別損失  

固定資産除却等損 230

たな卸資産評価損 511

事業撤退損 288

その他 103

特別損失合計 1,134

税金等調整前四半期純利益 3,200

法人税、住民税及び事業税 879

法人税等調整額 868

法人税等合計 1,748

少数株主利益 326

四半期純利益 1,125



（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 64,693

売上原価 52,136

売上総利益 12,557

販売費及び一般管理費  

荷造運搬費 1,617

給料及び手当 2,581

賞与 617

福利厚生費 617

減価償却費 442

研究開発費 691

その他の販売費及び一般管理費 4,050

販売費及び一般管理費合計 10,617

営業利益 1,939

営業外収益  

受取利息 46

受取配当金 7

持分法による投資利益 0

その他 441

営業外収益合計 496

営業外費用  

支払利息 305

為替差損 159

その他 149

営業外費用合計 615

経常利益 1,820

特別利益  

固定資産売却益 37

その他 2

特別利益合計 40

特別損失  

固定資産除却等損 131

事業撤退損 47

その他 25

特別損失合計 204

税金等調整前四半期純利益 1,656

法人税、住民税及び事業税 △41

法人税等調整額 1,179

法人税等合計 1,138

少数株主利益 175

四半期純利益 341



（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 3,200

減価償却費 6,193

受取利息及び受取配当金 △372

支払利息 604

有形固定資産売却損益（△は益） △75

有形固定資産除却損 140

持分法による投資損益（△は益） △29

売上債権の増減額（△は増加） △1,795

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,339

仕入債務の増減額（△は減少） 244

その他 △695

小計 5,074

利息及び配当金の受取額 421

利息の支払額 △601

法人税等の支払額 △2,194

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,701

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 △88

定期預金の払戻による収入 273

有形固定資産の取得による支出 △5,853

有形固定資産の売却による収入 462

投資有価証券の取得による支出 △864

投資有価証券の売却による収入 39

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

56

その他 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,983

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） 6,333

長期借入金の返済による支出 △681

配当金の支払額 △1,663

少数株主への配当金の支払額 △139

その他 24

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,874

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △528

現金及び現金同等物の期首残高 12,086

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,558
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