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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３四半期連結
累計期間

第74期
第３四半期連結
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12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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） 36,717 12,658 52,953

経常利益 （百万円） 2,797 1,379 1,310

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,772 870 729

純資産額 （百万円） － 4,749 3,550

総資産額 （百万円） －
 

33,620 37,523

１株当たり純資産額 （円） － 142.39 106.29

１株当たり四半期（当期）純

利益
（円） 54.05 26.55 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 （％） － 13.9 9.3

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） 2,794 － 1,569

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △840 － △1,362

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（百万円） △1,778 － 889

現金及び現金同等物の四半期

末（期末）残高
（百万円） － 1,921 1,759

従業員数 （人） － 1,694 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３四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３四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12月31日現在

従業員数(人) 1,694(126)

(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３四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12月31日現在

従業員数(人) 721 (88)

(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３四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３四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10月１日
至　平成20年12月31日）

蓄電池・電源・その他 11,233

（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３四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10月１日
至　平成20年12月31日）

蓄電池・電源・その他 12,658

（注）１．総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はない。

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３四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または締結はない。
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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３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な景気後

退の影響を受け、円高や株安、雇用情勢の悪化など景気は急速な後退局面を迎えた。

　このような状況の中で、当社グループの売上高は12,658百万円となった。このうち、海外売上高は2,249百万円とな

り、売上高に占める割合は17.8％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効果及び主原料である鉛価格の下落により、営業利益は1,469百

万円、経常利益は1,379百万円となった。

　また、特別損失49百万円を計上し、税金費用を考慮した結果、当第３四半期純利益は870百万円となった。

 

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11,011百万円となった。このうち自動車用鉛蓄電池は、国内販売においては景気後退による需要

の減少により新車組付用及び補修用ともに売上が大きく減少した。また、海外売上高も景気後退による需要減の影響

を受けて減少した。また、アルカリ蓄電池の売上高は766百万円となり、電源機器その他の売上高は879百万円となっ

た。なお、いずれも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10,674百万円となった。また、営業利益は、鉛価格の下落により1,264百万円となった。

（アジア）

　売上高は2,086百万円となった。また、営業利益は、209百万円となった。
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(2)　財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末（以下「前期末」という）に比べて3,902百万円減少し

33,620百万円となった。流動資産は、前期末比3,068百万円減少し19,037百万円、固定資産は、前期末比834百万円減少

の14,583百万円となった。流動資産の減少の主な要因は、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531百万円減少の10,784百万円となった。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321百万円減少し3,591百万円となった。

　当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比5,101百万円減少の28,871百万円となった。流動負債は、前期

末比5,222百万円減少の20,656百万円、固定負債は、前期末比120百万円増加の8,215百万円となった。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2,128百万円減少の11,718百万円となった。

　当第３四半期連結会計期間末の自己資本は、前期末比1,183百万円増加して、4,668百万円となった。なお、自己資本比

率は、前期末の9.3％から13.9％となった。

 

(3)　キャッシュ・フローの状況

　当第３四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、1,921百万円となった。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間における営業活動による資金収支は、1,697百万円となった。これは主に、税金等調整前四

半期純利益と減価償却費によるものである。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間における投資活動による資金収支は、△405百万円となった。これは主に、有形固定資産の

取得による支出408百万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３四半期連結会計期間における財務活動による資金収支は、△790百万円となった。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３四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３四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、235百万円である。

　なお、当第３四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３四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３四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３四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３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２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

単元株式数は1,000株で

ある。

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10月１日～

平成20年12月31日
－ 32,800 － 1,640 － 422

 

（５）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握していない。 
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（６）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしている。

　

①【発行済株式】

　 平成20年12月31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 － 単元株式数は1,000株である。

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,740,000 32,740 同上

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。

 

②【自己株式等】

　 平成20年12月31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 10月 11月 12月

最高(円) 440 632 1,690 1,359 1,070 875 700 1,190 1,028

最低(円) 360 414 632 866 832 615 383 541 720

（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。

 

EDINET提出書類

古河電池株式会社(E01917)

四半期報告書

 9/25



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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平

成20年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31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 1,921 1,759

受取手形及び売掛金 10,888 14,133

製品 2,275 2,158

原材料 444 972

仕掛品 2,436 2,103

繰延税金資産 450 348

その他 ※1
 660 668

貸倒引当金 △40 △39

流動資産合計 19,037 22,105

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,229 3,462

機械装置及び運搬具（純額） 3,853 4,149

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 451 539

リース資産（純額） 51 －

土地 2,878 2,878

建設仮勘定 320 286

有形固定資産合計 ※2
 10,784

※2
 11,316

無形固定資産

のれん 124 146

その他 82 42

無形固定資産合計 207 189

投資その他の資産

投資有価証券 1,590 2,072

繰延税金資産 1,811 1,615

その他 255 323

貸倒引当金 △65 △98

投資その他の資産合計 3,591 3,912

固定資産合計 14,583 15,418

資産合計 33,620 37,523
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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 8,221 12,136

短期借入金 7,868 10,682

1年内償還予定の社債 1,000 －

リース債務 23 －

未払法人税等 829 399

未払消費税等 241 257

賞与引当金 155 451

その他 2,315 1,951

流動負債合計 20,656 25,879

固定負債

社債 1,500 1,500

長期借入金 1,350 1,664

リース債務 71 －

退職給付引当金 5,172 4,829

役員退職慰労引当金 81 63

環境対策引当金 18 18

繰延税金負債 0 －

その他 21 18

固定負債合計 8,215 8,094

負債合計 28,871 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 2,855 1,083

自己株式 △4 △2

株主資本合計 4,912 3,143

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 212 487

繰延ヘッジ損益 △348 △208

為替換算調整勘定 △108 63

評価・換算差額等合計 △244 342

少数株主持分 80 65

純資産合計 4,749 3,550

負債純資産合計 33,620 37,523
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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 36,717

売上原価 27,464

売上総利益 9,252

販売費及び一般管理費 ※
 6,241

営業利益 3,011

営業外収益

受取利息 1

受取配当金 21

有価証券売却益 0

持分法による投資利益 28

その他 97

営業外収益合計 149

営業外費用

支払利息 267

為替差損 57

その他 38

営業外費用合計 363

経常利益 2,797

特別利益

貸倒引当金戻入額 4

特別利益合計 4

特別損失

固定資産処分損 23

投資有価証券評価損 33

ゴルフ会員権評価損 3

特別損失合計 61

税金等調整前四半期純利益 2,741

法人税等 943

少数株主利益 24

四半期純利益 1,772
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 12,658

売上原価 9,050

売上総利益 3,607

販売費及び一般管理費 ※
 2,137

営業利益 1,469

営業外収益

受取利息 0

受取配当金 9

有価証券売却益 0

持分法による投資利益 7

その他 28

営業外収益合計 46

営業外費用

支払利息 75

為替差損 32

その他 28

営業外費用合計 136

経常利益 1,379

特別損失

固定資産処分損 12

投資有価証券評価損 33

ゴルフ会員権評価損 3

特別損失合計 49

税金等調整前四半期純利益 1,330

法人税等 451

少数株主利益 8

四半期純利益 870
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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 2,741

減価償却費 1,147

のれん償却額 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30

受取利息及び受取配当金 △23

支払利息 267

為替差損益（△は益） 0

持分法による投資損益（△は益） △28

有形固定資産除却損 23

投資有価証券売却損益（△は益） △0

投資有価証券評価損益（△は益） 33

ゴルフ会員権評価損 3

売上債権の増減額（△は増加） 2,830

たな卸資産の増減額（△は増加） △170

仕入債務の増減額（△は減少） △3,581

賞与引当金の増減額（△は減少） △296

退職給付引当金の増減額（△は減少） 342

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18

未払消費税等の増減額（△は減少） △15

その他 271

小計 3,555

利息及び配当金の受取額 38

利息の支払額 △251

法人税等の支払額 △548

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,794

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 △838

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 △2

投資有価証券の売却による収入 0

その他 48

投資活動によるキャッシュ・フロー △840

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） △2,295

長期借入金の返済による支出 △448

社債の発行による収入 980

その他 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 161

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 1,921
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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)

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51百万円計上

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)

１.一般債権の貸倒見積高

の算定方法

　当第３四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.棚卸資産の評価方法

 

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し、第２四半期

連結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によってい

る。

 

３.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。

４.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

　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)

税金費用の計算 　税金費用については、当第３四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)

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３四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209百万円減少している。
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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
(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266百万円含まれ

ている。

──────

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、28,150百万円で

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)

※　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 276百万円

賃金給与・賞与手当 1,338百万円

退職給付費用 364百万円

旅費交通費 246百万円

減価償却費 172百万円

 

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31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 70百万円

賃金給与・賞与手当 408百万円

退職給付費用 138百万円

旅費交通費 84百万円

減価償却費 61百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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)

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12月31日現在)

現金及び預金勘定 1,921百万円

現金及び現金同等物 1,921百万円
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（株主資本等関係）

  当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日）及び当第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）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
連結会計期間末

(株)

普通株式 12,646

 

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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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 300 683 382

債券          

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 300 683 382

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの
            

株式 122 95 △27

債券             

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

その他 － － －

小計 122 95 △27

合計 423 778 355

 

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成20年12月31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３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日　至平成20年12月31日）及び当第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）

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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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
10,673 1,985 12,658     － 12,658

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
1 101 102 (102) －

計 10,674 2,086 12,760 (102) 12,658

営業利益 1,264 209 1,473 3 1,477

 

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）

 
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
29,937 6,779 36,717 － 36,717

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
50 232 282 (282) －

計 29,988 7,011 37,000 (282) 36,717

営業利益 2,547 468 3,016 △4 3,011

（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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,580 669 2,249

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 12,658

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
12.5 5.3 17.8

 

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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 5,474 2,210 7,684

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 36,717

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
14.9 6.0 20.9

（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
(平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 142円　39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
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 4,749 3,550

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 80 65

（うち少数株主持分）（百万円） (80) (65)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（百万円） 4,668 3,485

四半期末（期末）の普通株式の数（千株） 32,787 32,790

 

２　１株当たり四半期純利益金額

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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 54円　05銭 １株当たり四半期純利益 26円　55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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日)

四半期純利益（百万円） 1,772 870

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） 1,772 870

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,788 32,787

 

（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21年２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３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成

20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31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12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計

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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