
３．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 41,491 24,015

受取手形及び売掛金 67,999 75,983

商品及び製品 14,411 19,057

仕掛品 2,932 3,337

原材料及び貯蔵品 8,091 10,569

その他 7,446 9,472

貸倒引当金 △1,623 △1,753

流動資産合計 140,749 140,682

固定資産   

有形固定資産 56,632 65,461

無形固定資産   

のれん 151 15,001

その他 2,438 11,597

無形固定資産合計 2,590 26,599

投資その他の資産   

投資有価証券 60,071 44,688

その他 11,460 11,727

貸倒引当金 △260 △188

投資その他の資産合計 71,271 56,226

固定資産合計 130,494 148,287

資産合計 271,244 288,970
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 47,635 49,081

短期借入金 842 7,896

1年内返済予定の長期借入金 432 1,433

未払法人税等 3,030 3,608

賞与引当金 3,508 3,740

その他 10,472 12,796

流動負債合計 65,921 78,556

固定負債   

長期借入金 372 7,016

退職給付引当金 6,159 6,664

その他 11,167 11,194

固定負債合計 17,698 24,876

負債合計 83,620 103,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,154 27,154

利益剰余金 116,913 120,417

自己株式 △5,702 △5,708

株主資本合計 164,023 167,522

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,276 8,724

繰延ヘッジ損益 388 －

為替換算調整勘定 △9,493 △11,835

その他の包括利益累計額合計 3,171 △3,110

少数株主持分 20,428 21,125

純資産合計 187,623 185,537

負債純資産合計 271,244 288,970
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（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 120,424 120,982

売上原価 84,974 86,270

売上総利益 35,449 34,711

販売費及び一般管理費 23,639 26,688

営業利益 11,809 8,022

営業外収益   

受取利息 93 133

受取配当金 545 550

持分法による投資利益 1,113 699

雑収入 590 641

営業外収益合計 2,343 2,024

営業外費用   

支払利息 76 278

たな卸資産廃棄損 121 82

為替差損 148 120

雑支出 209 217

営業外費用合計 556 699

経常利益 13,596 9,348

特別利益   

段階取得に係る差益 － 338

貸倒引当金戻入額 177 －

固定資産売却益 9 1,390

負ののれん発生益 － 3

特別利益合計 186 1,731

特別損失   

固定資産売却損 － 27

固定資産除却損 135 103

関係会社株式売却損 － 6

投資有価証券評価損 35 －

災害による損失 － 146

特別損失合計 171 283

税金等調整前四半期純利益 13,612 10,796

法人税等 4,401 4,434

少数株主損益調整前四半期純利益 9,210 6,362

少数株主利益 1,890 1,403

四半期純利益 7,320 4,958
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,210 6,362

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,238 △3,811

繰延ヘッジ損益 － △388

為替換算調整勘定 △2,483 △3,249

持分法適用会社に対する持分相当額 665 217

その他の包括利益合計 △5,057 △7,231

四半期包括利益 4,153 △869

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,032 △1,316

少数株主に係る四半期包括利益 1,121 446
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 13,612 10,796

減価償却費 3,411 3,223

のれん償却額 40 432

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5 △102

貸倒引当金の増減額（△は減少） △180 △5

受取利息及び受取配当金 △638 △683

支払利息 76 278

持分法による投資損益（△は益） △1,113 △699

投資有価証券評価損益（△は益） 35 －

固定資産除売却損益（△は益） 126 △1,259

売上債権の増減額（△は増加） △3,166 △2,465

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,313 △3,163

仕入債務の増減額（△は減少） △382 △1,065

その他 △717 △1,811

小計 9,784 3,472

利息及び配当金の受取額 666 1,842

利息の支払額 △76 △245

法人税等の支払額 △5,440 △3,799

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,933 1,270

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △14,001 △15,055

有価証券の売却による収入 14,001 15,055

有形固定資産の取得による支出 △2,717 △4,412

有形固定資産の売却による収入 45 916

無形固定資産の取得による支出 △214 △80

投資有価証券の取得による支出 △26,101 △542

投資有価証券の売却による収入 20,105 3,476

子会社株式の取得による支出 △2 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △19,188

貸付けによる支出 △1,036 △439

貸付金の回収による収入 522 216

その他 △559 669

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,957 △19,383
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,516 5,278

短期借入金の返済による支出 △1,526 △784

長期借入金の返済による支出 △326 △668

自己株式の取得による支出 △8 △6

自己株式の売却による収入 1 0

配当金の支払額 △1,332 △1,331

少数株主への配当金の支払額 △1,015 △1,006

少数株主からの払込みによる収入 150 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,540 1,482

現金及び現金同等物に係る換算差額 △197 △140

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,762 △16,770

現金及び現金同等物の期首残高 40,548 39,738

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

269 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,054 22,967
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第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）  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・南アフリカ等の現地法

人の事業活動を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

４．日本、インド以外の各セグメントに属する主な国又は地域 

アジア……タイ、中国、マレーシア等 

欧州………トルコ、英国等 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）  

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・南アフリカ等の現地法

人の事業活動を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

４．日本、インド以外の各セグメントに属する主な国又は地域 

アジア……タイ、中国、マレーシア等 

欧州………トルコ、英国等 

   

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント
その他
(注１)

合計 
調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

日本 インド アジア 欧州 計

売上高（百万円）                   

(1）外部顧客への売上高  75,106  20,095  20,429  4,515  120,146  277  120,424  －  120,424

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  6,535  8  115  11  6,670  －  6,670  △6,670  －

計  81,642  20,103  20,545  4,526  126,817  277  127,095  △6,670  120,424

セグメント利益（百万円）  6,826  2,843  3,281  278  13,229  366  13,595  0  13,596

  

報告セグメント
その他
(注１)

合計 
調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

日本 インド アジア 欧州 計

売上高（百万円）                   

(1）外部顧客への売上高  68,364  20,015  19,184  5,798  113,362  7,619  120,982  －  120,982

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  6,468  8  138  －  6,614  15  6,630  △6,630  －

計  74,832  20,023  19,322  5,798  119,977  7,635  127,612  △6,630  120,982

セグメント利益（百万円）  4,377  2,605  2,394  331  9,708  △360  9,347  0  9,348

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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