
【表紙】
 
【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成20年11月13日

【四半期会計期間】 第74期第２四半期(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

【会社名】 古河電池株式会社

【英訳名】 The Furukawa Battery Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　内海　勝彦

【本店の所在の場所】 横浜市保土ヶ谷区星川二丁目４番１号

【電話番号】 045（336）5034番（代）

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　小林　和男

【最寄りの連絡場所】 横浜市保土ヶ谷区星川二丁目４番１号

【電話番号】 045（336）5034番（代）

【事務連絡者氏名】 常務取締役　　小林　和男

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

古河電池株式会社(E01917)

四半期報告書

 1/26



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

回次
第74期

第２四半期連結
累計期間

第74期
第２四半期連結
会計期間

第73期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 （百万円） 24,059 12,535 52,953

経常利益 （百万円） 1,409 921 1,310

四半期（当期）純利益 （百万円） 901 525 729

純資産額 （百万円） － 4,110 3,550

総資産額 （百万円） －
 

33,831 37,523

１株当たり純資産額 （円） － 123.09 106.29

１株当たり四半期（当期）純

利益
（円） 27.50 16.03 22.26

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） － 11.9 9.3

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 1,097 － 1,569

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △435 － △1,362

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △988 － 889

現金及び現金同等物の四半期

末（期末）残高
（百万円） － 1,422 1,759

従業員数 （人） － 1,650 1,620

(注) １.　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してい

ない。

２.　売上高には、消費税等は含まれていない。

３.　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していな

い。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はない。また、主要な関係会社に異動はない。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。

 

４【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数(人) 1,650(114)

(注) １.　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員である。

２.　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均人員である。

３.　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。

 

(2)　提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数(人) 712 (74)

(注) １.　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員である。

２.　従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均人員である。

３.　臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いている。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1)　生産実績

　当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントで示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称
生産高(百万円)

（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

蓄電池・電源・その他 11,756

（注）１．金額は標準販売価格により表示している。

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

 

(2)　受注実績

　当社グループは、主力製品である自動車用蓄電池について、主として見込生産を行っているため、受注高、受注残高

について特記すべき事項はない。

 

(3)　販売実績

　当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントで示すと、次のとおりである。

事業の種類別セグメントの名称
販売高(百万円)

（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

蓄電池・電源・その他 12,535

（注）１．当第２四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のと

おりである。

相手先

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）

金額（百万円） 割合（％）

トヨタ自動車株式会社 1,278 10.2

２．上記の金額には、消費税等は含まれていない。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はない。
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３【財政状態及び経営成績の分析】

(1)　業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題を発端とした金融市場の混乱等を

契機に、景気の後退懸念が一層強まり、先行き不透明な状況となった。

　このような状況の中で、当社グループの売上高は12,535百万円となった。このうち海外売上高は2,525百万円とな

り、売上高に占める割合は20.2％となった。

　損益面については、前期後半の製品価格改定による売上高の増加や、高騰を続けていた鉛価格が落ち着いたことな

どから、営業利益は1,016百万円、経常利益は921百万円となった。

　また、税金費用を考慮した結果、第２四半期純利益は525百万円となった。

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。

（蓄電池・電源・その他）

　鉛蓄電池の売上高は10,792百万円となった。このうち自動車用鉛蓄電池は、国内販売においては数量は減少したも

のの製品価格の改定により新車組付用及び補修用が売上増加となり、また、海外売上高も順調に売上を伸ばした。産

業用鉛蓄電池についても、製品価格改定等により順調に売上を伸ばした。

　アルカリ蓄電池の売上高は834百万円となった。これは開放型電池が増加したことによるものである。

　電源機器その他の売上高は908百万円となった。なお、充電機器の売上は対前年同四半期に比較して減少している。

　

　なお、当社グループにおいては、得意先の需要が下期に偏重するという事業の性質上、生産、販売等において季節的

変動が生じている。

 

所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。

（日本）

　売上高は製品価格改定等により10,497百万円となった。また、営業利益は、高騰を続けていた鉛価格が落ち着いた

ことなどから1,001百万円となった。

（アジア）

　売上高は製品価格改定等により2,189百万円となった。また、営業利益は、31百万円となった。
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(2)　財政状態の分析

　当第2四半期末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）に比べて3,692百万円減少し33,831百万

円となった。流動資産は、前期末比3,209百万円減少し18,896百万円、固定資産は、前期末比482百万円減少の14,935

百万円となった。流動資産減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少によるものである。

　固定資産のうち、有形固定資産は前期末比365百万円減少の10,950百万円となった。この減少の主な要因は、設備投

資に比べて減価償却が進んだ結果によるものである。

　投資その他の資産は、前期末比145百万円減少し3,767百万円となった。

　当第2四半期末の負債の合計は、前期末比4,251百万円減少の29,721百万円となった。流動負債は、前期末比3,273百

万円減少の22,605百万円、固定負債は、前期末比978百万円減少の7,115百万円となった。有利子負債（短期借入金、

長期借入金及び社債の合計額）は、前期末比1,296百万円減少の12,550百万円となった。

　当第2四半期末の自己資本は、前期末比550百万円増加して、4,035百万円となった。なお、自己資本比率は、前期末の

9.3％から11.9％となった。

 

(3)　キャッシュ・フローの状況

　当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,422百万円となった。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第2四半期連結会計期間における営業活動による資金収支は、687百万円となった。これは主に、税金等調整前当

期純利益と減価償却費によるもである。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第2四半期連結会計期間における投資活動による資金収支は、△196百万円となった。これは主に、有形固定資産

の取得による支出192百万円によるものである。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第2四半期連結会計期間における財務活動による資金収支は、△630百万円となった。これは主に、短期借入金の

減少及び長期借入金の返済によるものである。

 

(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第2四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はない。

 

(5)　研究開発活動

　当第2四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、240百万円である。

　なお、当第2四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はない。
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第３【設備の状況】
(1)　主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

 

(2)　設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設については重

要な変更はなく、重要な設備の除却等について計画はない。

　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 32,800,000 32,800,000
東京証券取引所市場第

一部
 －

計 32,800,000 32,800,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項なし。

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項なし。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年７月１日～

平成20年９月30日
－ 32,800 － 1,640 － 422

 

EDINET提出書類

古河電池株式会社(E01917)

四半期報告書

 8/26



（５）【大株主の状況】

 平成20年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内２－２－３ 18,751 57.17

古河電池取引先持株会 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川２－４－１ 669 2.04

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１ 550 1.68

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２－６－１ 440 1.34

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１－26－１ 421 1.28

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口４Ｇ）
東京都中央区晴海１－８－11 408 1.24

日野自動車株式会社 東京都日野市日野台３－１－１ 330 1.01

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内１－３－３ 276 0.84

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１－２－１ 220 0.67

富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中４－１－１ 220 0.67

富士電機ホールディングス株式会社 神奈川県川崎市川崎区田辺新田１－１ 220 0.67

計 － 22,505 68.61

　（注）当第２四半期会計期間末現在における、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の信託業務の株式数につい

ては、当社として把握することができないため記載していない。

 

 

（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

　 平成20年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 11,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,740,000 32,740 －

単元未満株式 普通株式 49,000 － －

発行済株式総数  32,800,000 － －

総株主の議決権  － 32,740 －

（注）１.「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株（議決権の数１個）含まれて

いる。

２.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が834株含まれている。
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②【自己株式等】

　 平成20年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

古河電池株式会社
横浜市保土ヶ谷

区星川2-4-1
11,000 － 11,000 0.03

計 － 11,000 － 11,000 0.03

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年4月 5月 6月 7月 8月 9月

最高(円) 440 632 1,690 1,359 1,070 875

最低(円) 360 414 632 866 832 615

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものである。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。
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第５【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けている。
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１【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 1,422 1,759

受取手形及び売掛金 10,742 14,133

製品 2,767 2,158

原材料 549 972

仕掛品 2,553 2,103

繰延税金資産 341 348

その他 ※1
 550 668

貸倒引当金 △32 △39

流動資産合計 18,896 22,105

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,301 3,462

機械装置及び運搬具（純額） 3,892 4,149

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 495 539

リース資産（純額） 30 －

土地 2,878 2,878

建設仮勘定 352 286

有形固定資産合計 ※2
 10,950

※2
 11,316

無形固定資産

のれん 132 146

その他 85 42

無形固定資産合計 217 189

投資その他の資産

投資有価証券 1,848 2,072

繰延税金資産 1,717 1,615

その他 269 323

貸倒引当金 △67 △98

投資その他の資産合計 3,767 3,912

固定資産合計 14,935 15,418

資産合計 33,831 37,523
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（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 8,883 12,136

短期借入金 9,675 10,682

1年内償還予定の社債 1,000 －

リース債務 17 －

未払法人税等 531 399

未払消費税等 127 257

賞与引当金 442 451

その他 1,928 1,951

流動負債合計 22,605 25,879

固定負債

社債 500 1,500

長期借入金 1,375 1,664

リース債務 57 －

退職給付引当金 5,069 4,829

役員退職慰労引当金 75 63

環境対策引当金 18 18

繰延税金負債 0 －

その他 20 18

固定負債合計 7,115 8,094

負債合計 29,721 33,973

純資産の部

株主資本

資本金 1,640 1,640

資本剰余金 422 422

利益剰余金 1,984 1,083

自己株式 △3 △2

株主資本合計 4,042 3,143

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 350 487

繰延ヘッジ損益 △279 △208

為替換算調整勘定 △78 63

評価・換算差額等合計 △7 342

少数株主持分 74 65

純資産合計 4,110 3,550

負債純資産合計 33,831 37,523
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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）

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 24,059

売上原価 18,413

売上総利益 5,645

販売費及び一般管理費 ※
 4,111

営業利益 1,534

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 11

持分法による投資利益 21

その他 68

営業外収益合計 102

営業外費用

支払利息 191

為替差損 24

その他 10

営業外費用合計 227

経常利益 1,409

特別利益

貸倒引当金戻入額 12

特別利益合計 12

特別損失

固定資産処分損 11

特別損失合計 11

税金等調整前四半期純利益 1,410

法人税等 492

少数株主利益 16

四半期純利益 901
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【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 12,535

売上原価 9,443

売上総利益 3,092

販売費及び一般管理費 ※
 2,075

営業利益 1,016

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 0

家賃従業員負担金 7

その他 19

営業外収益合計 27

営業外費用

支払利息 105

為替差損 8

持分法による投資損失 4

その他 5

営業外費用合計 123

経常利益 921

特別損失

固定資産処分損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 920

法人税等 394

少数株主利益 0

四半期純利益 525
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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 1,410

減価償却費 749

のれん償却額 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38

受取利息及び受取配当金 △12

支払利息 191

為替差損益（△は益） 0

持分法による投資損益（△は益） △21

有形固定資産除却損 11

売上債権の増減額（△は増加） 3,049

たな卸資産の増減額（△は増加） △841

仕入債務の増減額（△は減少） △3,098

賞与引当金の増減額（△は減少） △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） 239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11

未払消費税等の増減額（△は減少） △130

その他 106

小計 1,634

利息及び配当金の受取額 28

利息の支払額 △194

法人税等の支払額 △370

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △429

無形固定資産の取得による支出 △48

投資有価証券の取得による支出 △1

その他 44

投資活動によるキャッシュ・フロー △435

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） △630

長期借入金の返済による支出 △349

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △988

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337

現金及び現金同等物の期首残高 1,759

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,422
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【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】

 
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)

１．会計処理基準に関す

る事項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法

によっていたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により

算定している。

　これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はない。

 

 (2)リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっていたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成5年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取

引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができること

になったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。また所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用している。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に30百万円計上

されており、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はない。

 

 (3)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取り扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っている。なお、この変更による損益への影響はない。
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【簡便な会計処理】

 
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)

１.一般債権の貸倒見積

高の算定方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい

変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定している。

 

２.固定資産の減価償却

費の算定方法

 

　連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算している。

３.法人税等並びに繰延

税金資産及び繰延税

金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、主として当第２四半期連結会計期間を含む年度の

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もり、税引前四半期

純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっている。なお、法人税等調整額は、法

人税等に含めて表示している。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっている。

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

 
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)

税金費用の計算 　税金費用については、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る。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示している。

 

【追加情報】

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)

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を８～12年としていたが、第１四半期連結会計期間より７年に変更した。こ

の変更は、法人税法の改正を契機として見直しを行ったところ、電池事業の技術革新の加速化による耐用年数の短縮が

必要となったことによるものであり、これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ135百万円減少している。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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
(平成20年３月31日)

※１　流動資産の「その他」には手形債権の流動化を目的

とした債権譲渡に伴う支払留保額が246百万円含まれ

ている。

──────

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、27,950百万円で

ある。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、27,920百万円で

ある。

 

（四半期連結損益計算書関係）

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)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

販売手数料 205百万円

賃金給与・賞与手当 930百万円

退職給付費用 218百万円

旅費交通費 162百万円

減価償却費 110百万円

 

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)

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである。

販売手数料 106百万円

賃金給与・賞与手当 452百万円

退職給付費用 108百万円

旅費交通費 91百万円

減価償却費 56百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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)

現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年９月30日現在)

現金及び預金勘定 1,422百万円

現金及び現金同等物 1,422百万円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第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）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

(株)

普通株式 32,800,000

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

(株)

普通株式 11,834

 

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項なし。

 

４　配当に関する事項

　該当事項なし。

 

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項なし。

 

（リース取引関係）

　リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に

係る方法に準じて処理を行っているが、リース取引残高に前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記

載を省略している。
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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
            

株式 319 934 614

債券             

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 319 934 614

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
            

株式 136 109 △27

債券             

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 136 109 △27

合計 456 1,044 587

 

（デリバティブ取引関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）

　当社グループが行っているデリバティブ取引の残高については全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略してい

る。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項なし。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　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）及び当第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）

　全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「蓄電池・電源」事業の割合がいずれも90%を超えている

ため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略している。

 

【所在地別セグメント情報】

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）

 
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

(1)外部顧客に対する売

上高
10,453 2,081 12,535     － 12,535

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
44 107 152 (152) －

計 10,497 2,189 12,687 (152) 12,535

営業利益 1,001 31 1,032 △16 1,016

 

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）

 
日本
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高      

(1)外部顧客に対する売

上高
19,264 4,794 24,059 － 24,059

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
49 131 180 (180) －

計 19,313 4,925 24,239 (180) 24,059

営業利益 1,283 259 1,542 △8 1,534

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分している。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりである。

アジア……………タイ

３．営業費用は全て各セグメントに配賦している。
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【海外売上高】

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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,746 778 2,525

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 12,535

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
13.9 6.2 20.2

 

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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,893 1,541 5,434

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 24,059

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
16.2 6.4 22.6

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分している。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりである。

アジア……………タイ、マレーシア

その他の地域……中近東、ヨーロッパ

３．海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

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
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 123円　09銭１株当たり純資産額 106円　29銭

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
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
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 4,110 3,550

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 74 65

（うち少数株主持分）（百万円） (74) (65)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（百万円） 4,035 3,485

四半期末（期末）の普通株式の数（千株） 32,788 32,790

 

２　１株当たり四半期純利益金額

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)

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)

１株当たり四半期純利益 　27円　50銭１株当たり四半期純利益 　16円　03銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。

(注)　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
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)

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)

四半期純利益（百万円） 901 525

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 901 525

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,789 32,788

 

（重要な後発事象）

該当事項なし。

 

２【その他】

該当事項なし。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成20年11月13日

古　河　電　池　株　式　会　社

　取　締　役　会　御　中
 

新　日　本　有　限　責　任　監　査　法　人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 黒　澤　誠　一　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 秋　山　賢　一　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている古河電池株式会社

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、古河電池株式会社及び連結子会社の平成20年9月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計

期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められな

かった。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書に記載された事項を電子化したものであり、四半期レビュー報告書の原本は四

半期連結財務諸表に添付される形で別途会社に保管されている。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていない。
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