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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２四半期連結
累計期間

第75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75期
第２四半期連結
会計期間

第74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21年
４月１日

至　平成21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21年
７月１日

至　平成21年
９月30日

自　平成20年
４月１日

至　平成21年
３月31日

売上高 （百万円） 24,059 16,742 12,535 9,156 46,900

経常利益 （百万円） 1,409 632 921 624 3,542

四半期（当期）純利益 （百万円） 901 351 525 413 2,296

純資産額 （百万円） － － 4,110 6,414 5,475

総資産額 （百万円） － －
 

33,831
 

32,357 31,687

１株当たり純資産額 （円） － － 123.09 182.37 164.64

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 27.50 10.71 16.03 12.62 70.05

潜在株式調整後１株

当たり四半期（当期）

純利益金額

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 11.9 18.5 17.0

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 1,097 1,115 － － 4,817

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △435 △845 － － △1,057

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △988 △1,044 － － △2,669

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 1,422 2,053 2,829

従業員数 （人） － － 1,650 1,596 1,614

(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21年９月30日現在

従業員数(人) 1,596(163)

(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21年９月30日現在

従業員数(人) 753 (109)

(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ごとに示すと、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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

蓄電池・電源 9,897 △15.8

その他　 － －

合計　 9,897 △15.8

（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ごとに示すと、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21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

蓄電池・電源 8,966 △27.7

その他　 190 45.0

合計　 9,156 △27.0

（注）１．前第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。なお、当第２四半期連結会計期間については、総販売実績に対する割合が10％以上に該

当する販売先がないため、記載を省略している。

相手先

前第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【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はない。　

　

　

３【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または締結等はない。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)　業績の状況

当第２四半期連結会計期間における我が国の経済は、企業の在庫調整の一巡や生産の底打ちなど一部に回復の兆

しが見られたものの、依然として続く昨秋からの世界的な景気後退の影響に加え急激な円高進行による企業業績の

悪化や雇用情勢の低迷、個人消費の減退など先行きは不安な状況が続いている。

このような状況の中で、当社グループの売上高は前年同四半期比3,379百万円（27.0％）減の9,156百万円となっ

た。このうち海外売上高は1,690百万円となり、売上高に占める割合は18.5％となった。

損益面については、子会社の利益向上や修繕費等の経費圧縮に努めた結果、営業利益は684百万円（前年同四半期

は1,016百万円）、経常利益は624百万円（前年同四半期は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413百万円（前年同四半期は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）

鉛蓄電池の売上高は前年同四半期比3,234百万円（30.0％）減の7,557百万円となった。特に、自動車用鉛蓄電池

は新車組付用電池が自動車メーカーの減産の影響を受けて大幅に減少し、また、海外売上高も大幅に売上減少と

なった。

アルカリ蓄電池の売上高は前年同四半期比167百万円（20.1％）減の667百万円となった。これは開放型電池の売

上が減少したことによるものである。

電源機器の売上高は前年同四半期比36百万円（4.6％）減の740百万円となった。これは充電機器の売上が減少し

たことによるものである。

（その他)

その他の売上高は前年同四半期比90百万円（68.8％）増の222百万円となった。これは持分法適用関連会社を連

結子会社化したことによるものである。　

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）

売上高は前年同四半期比2,756百万円（26.3％）減の7,741百万円となり、営業利益は前年同四半期比490百万円

（49.0％）減の510百万円となった。

（アジア）

売上高は前年同四半期比716百万円（32.7％）減の1,473百万円、営業利益は前年同四半期比145百万円

（462.0％）増の176百万円となった。

 

(2)　財政状態の分析

当第２四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669百万円増加

し32,357百万円となった。流動資産は、前期末比2,690百万円減少し14,493百万円、固定資産は、前期末比3,360百万

円増加の17,863百万円となった。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3,560百万円増加の14,099百万円となった。この増加の主な要因は、持

分法適用関連会社を連結子会社にしたことによるものである。

投資その他の資産は、前期末比199百万円減少し3,556百万円となった。

当第２四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比268百万円減少の25,942百万円となった。流動負債は、前

期末比3,490百万円減少の13,697百万円、固定負債は、前期末比3,222百万円増加の12,244百万円となった。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180百万円減少の10,467百万円となった。

当第２四半期連結会計期間末の自己資本は、前期末比581百万円増加して、5,979百万円となった。なお、自己資本

比率は、前期末の17.0％から18.5％となった。
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(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、前年同四半期連結会計

期間に比べ631百万円（44.4％）増の2,053百万円となった。

 

（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、前年同四半期比378百万円（55.1％）増の1,066

百万円となった。これは主に、税金等調整前四半期純利益615百万円と減価償却費406百万円によるものである。

 

（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、前年同四半期比130百万円（66.2％）減の△327

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273百万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、前年同四半期比21百万円（3.5％）増の△608百

万円となった。これは主に社債の発行による収入1,968百万円があったが、短期借入金の減少1,351百万円及び社債

の償還による支出1,000百万円によるものである。

 

(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、268百万円である。

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おいて計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はない。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はない。
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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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21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

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21年７月１日～

平成21年９月30日
－ 32,800 － 1,640 － 422
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（５）【大株主の状況】

 平成21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 18,781 57.26

古河電池取引先持株会 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川２－４－１ 590 1.80

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口）　
東京都中央区晴海１－８－11　 563 1.72

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

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 347 1.06

日野自動車株式会社 東京都日野市日野台３－１－１ 330 1.01

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１－２－10 230 0.70

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 － 22,912 69.85

(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及び日本マスタートラス

ト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21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 13,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 32,734,000 32,734 －

単元未満株式 普通株式 53,000 － －

発行済株式総数  32,800,000－ －

総株主の議決権  － 32,734 －

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が446株含まれている。

 

②【自己株式等】

　 平成21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
13,000 － 13,000 0.04

計 － 13,000 － 13,000 0.04

　

 

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21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 958 973 1,175 963 927 895

最低(円) 823 859 898 760 851 761

(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。

　なお、前第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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,068 2,829

受取手形及び売掛金 7,666 9,792

商品及び製品 1,499 1,403

仕掛品 1,879 2,019

原材料及び貯蔵品 471 469

繰延税金資産 199 296

その他 ※1
 753 423

貸倒引当金 △44 △50

流動資産合計 14,493 17,184

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,699 3,162

機械装置及び運搬具（純額） 3,716 3,790

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 434 479

土地 5,862 2,878

リース資産（純額） 101 65

建設仮勘定 284 163

有形固定資産合計 ※2
 14,099

※2
 10,539

無形固定資産

のれん 102 117

リース資産 58 44

その他 45 45

無形固定資産合計 207 207

投資その他の資産

投資有価証券 1,462 1,594

繰延税金資産 1,920 1,990

その他 299 244

貸倒引当金 △126 △74

投資その他の資産合計 3,556 3,755

固定資産合計 17,863 14,503

資産合計 32,357 31,687
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,048 6,606

短期借入金 4,792 5,772

1年内償還予定の社債 680 1,240

リース債務 44 29

未払法人税等 239 1,270

未払消費税等 66 344

賞与引当金 469 460

その他 1,357 1,464

流動負債合計 13,697 17,188

固定負債

社債 4,020 2,460

長期借入金 975 1,175

リース債務 124 87

繰延税金負債 1,066 0

退職給付引当金 5,028 5,173

役員退職慰労引当金 84 88

環境対策引当金 18 18

負ののれん 485 －

その他 442 20

固定負債合計 12,244 9,022

負債合計 25,942 26,211

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 3,567 3,379

自己株式 △5 △4

株主資本合計 5,623 5,437

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 339 216

繰延ヘッジ損益 140 △55

為替換算調整勘定 △124 △200

評価・換算差額等合計 355 △39

少数株主持分 435 78

純資産合計 6,414 5,475

負債純資産合計 32,357 31,687
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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）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 24,059 16,742

売上原価 18,413 12,420

売上総利益 5,645 4,321

販売費及び一般管理費 ※
 4,111

※1
 3,632

営業利益 1,534 689

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 11 29

負ののれん償却額 － 32

持分法による投資利益 21 －

その他 68 33

営業外収益合計 102 96

営業外費用

支払利息 191 111

社債発行費 － 31

為替差損 24 1

その他 10 9

営業外費用合計 227 153

経常利益 1,409 632

特別利益

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 12 12

特別利益合計 12 12

特別損失

固定資産処分損 11 14

投資有価証券評価損 － 1

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 11 16

税金等調整前四半期純利益 1,410 628

法人税等 492 ※2
 255

少数株主利益 16 21

四半期純利益 901 351

EDINET提出書類

古河電池株式会社(E01917)

四半期報告書

14/30



【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 12,535 9,156

売上原価 9,443 6,635

売上総利益 3,092 2,521

販売費及び一般管理費 ※
 2,075

※1
 1,836

営業利益 1,016 684

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

負ののれん償却額 － 16

家賃従業員負担金 7 7

その他 19 5

営業外収益合計 27 30

営業外費用

支払利息 105 54

社債発行費 － 31

為替差損 8 1

持分法による投資損失 4 －

その他 5 2

営業外費用合計 123 89

経常利益 921 624

特別利益

投資有価証券売却益 － 0

投資有価証券評価損戻入益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失

固定資産処分損 0 9

投資有価証券評価損 － 1

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 0 10

税金等調整前四半期純利益 920 615

法人税等 394 ※2
 190

少数株主利益 0 11

四半期純利益 525 413
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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20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 1,410 628

減価償却費 749 798

のれん償却額 14 △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △38 46

受取利息及び受取配当金 △12 △30

支払利息 191 111

為替差損益（△は益） 0 1

持分法による投資損益（△は益） △21 －

社債発行費 － 31

有形固定資産除却損 11 14

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

投資有価証券売却損益（△は益） － △0

売上債権の増減額（△は増加） 3,049 2,202

たな卸資産の増減額（△は増加） △841 81

仕入債務の増減額（△は減少） △3,098 △892

賞与引当金の増減額（△は減少） △9 8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 239 △148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 △3

未払消費税等の増減額（△は減少） △130 △278

その他 106 △38

小計 1,634 2,512

利息及び配当金の受取額 28 30

利息の支払額 △194 △110

法人税等の支払額 △370 △1,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,097 1,115

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 △400

無形固定資産の取得による支出 △48 △2

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － 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

－ △394

その他 44 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △435 △845
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（単位：百万円）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30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） △630 △1,499

長期借入金の返済による支出 △349 △306

社債の発行による収入 － 1,968

社債の償還による支出 － △1,000

リース債務の返済による支出 － △19

配当金の支払額 － △163

少数株主への配当金の支払額 － △23

その他 △8 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △988 △1,044

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337 △776

現金及び現金同等物の期首残高 1,759 2,829

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,422

※
 2,053
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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21年４月１日
至　平成21年９月30日)

１．連結の範囲に関する

事項の変更

(1) 連結の範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、持分法適用関連会社であったＨＤホールディングス株式

会社は株式の追加取得をしたため、持分法適用の範囲から除外し連結の範囲に含めてい

る。

(2) 変更後の連結子会社の数　

15社 

２．持分法の適用に関す

る事項の変更

(1) 持分法適用関連会社の変更

第１四半期連結会計期間より、持分法適用関連会社であったＨＤホールディングス株式

会社は株式の追加取得をし、連結の範囲に含めることとなったため持分法適用の範囲か

ら除外している。

(2) 変更後の持分法適用関連会社の数

０社 

　

 

【表示方法の変更】

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年９月30日）　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

前第２四半期連結累計期間において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示していた

「少数株主への配当金の支払額」及び「リース債務の返済による支出」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累

計期間では区分掲記することとした。

なお、前第２四半期連結累計期間の「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「少数株主への

配当金の支払額」は△０百万円であり、「リース債務の返済による支出」は△６百万円である。

　

　当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
　　至　平成21年９月30日）　

（四半期連結貸借対照表）

「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）の適用に伴い、前第２四半期連結会計期間において「製品」として掲記されていたものは、当第２四半期連結

会計期間は「商品及び製品」としている。

また、前第２四半期連結会計期間において、「原材料」として掲記していたものは、当第２四半期連結会計期間は「原

材料及び貯蔵品」としている。　　
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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21年４月１日
至　平成21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

　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21年４月１日
至　平成21年９月30日)

税金費用の計算 　税金費用については、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。

【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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21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219百万円含まれ

ている。

──────

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、30,092百万円で

ある。

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、28,039百万円で

ある。

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※１　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

　　　　　　　　　

　

　

──────

販売手数料 182百万円

賞与引当金繰入額　 162百万円

貸倒引当金繰入額　 58百万円

賃金給与・賞与手当 759百万円

退職給付費用 139百万円

旅費交通費 147百万円

減価償却費 140百万円

※２　税金費用については、四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理を適用しているため、法人税等調整額は

法人税等に含めて表示している。　

 

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21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。

※１　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。
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前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

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

　

　

　

──────

　

販売手数料 119百万円

賞与引当金繰入額　 104百万円

貸倒引当金繰入額　 31百万円

賃金給与・賞与手当 343百万円

退職給付費用 68百万円

旅費交通費 77百万円

減価償却費 68百万円

※２　税金費用については、四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理を適用しているため、法人税等調整額は

法人税等に含めて表示している。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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21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

現金及び預金勘定 2,068百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △15百万円

現金及び現金同等物 2,053百万円

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成

21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 13,446

 

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

(1)　配当金支払額　

決議　
株式の種類

配当金の総額

（百万円）　

１株当たり
配当額
（円）

基準日　 効力発生日　 配当の原資　

平成21年６月25日

定時株主総会　
普通株式　 163　 　5

平成21年３月31日

　
平成21年６月26日利益剰余金　

(2)　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末

後となるもの

 　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。

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第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）及び前第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）
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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。

 

当第２四半期連結会計期間（自平成21年７月１日　至平成21年９月30日）　

蓄電池・電源

(百万円)

その他　

(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 8,966 190 9,156 － 9,156

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 32 32 (32) －

計 8,966 222 9,188 (32) 9,156

営業利益 648 36 684 － 684

　　

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年９月30日）

蓄電池・電源

(百万円)

その他　

(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 16,362 380 16,742 － 16,742

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 32 32 (32) －

計 16,362 412 16,774 (32) 16,742

営業利益 635 54 689 － 689

（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分している。

２．各事業区分の主要な事業内容　

事業区分　 主要な事業内容　

蓄電池・電源　  鉛蓄電池、アルカリ蓄電池、電源機器の製造及び販売　

その他　  不動産賃貸業等　

EDINET提出書類

古河電池株式会社(E01917)

四半期報告書

21/30



【所在地別セグメント情報】

前第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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21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
7,713 1,442 9,156     － 9,156

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
28 30 58 (58) －

計 7,741 1,473 9,215 (58) 9,156

営業利益 510 176 687 (3) 684

（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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前第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

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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
13,875 2,866 16,742 － 16,742

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
30 51 82 (82) －

計 13,906 2,918 16,824 (82) 16,742

営業利益 395 303 698 (9) 689

（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】

前第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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,275 414 1,690

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 9,156

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
13.9 4.5 18.5

　

前第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

　

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,481 702 3,183

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 16,742

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
14.8 4.2 19.0

（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、アフリカ

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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（有価証券関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

有価証券については、当社グループの事業の運営において重要なものとなっていないため、記載を省略している。

 

（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21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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（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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 182円37銭 １株当たり純資産額 164円64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21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 6,414 5,475

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 435 78

（うち少数株主持分）（百万円） (435) (78)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（百万円） 5,979 5,397

四半期末（期末）の普通株式の数（千株） 32,786 32,787

 

２　１株当たり四半期純利益金額

前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 27円50銭 １株当たり四半期純利益金額 10円71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。

 
前第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２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日)

四半期純利益（百万円） 901 351

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） 901 351

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,789 32,786

 

前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 　16円03銭１株当たり四半期純利益金額 12円62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。

 
前第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)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

四半期純利益（百万円） 525 413

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） 525 413

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,788 32,786
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（重要な後発事象）

該当事項なし。

 

（リース取引関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

リース取引開始日が平成20年３月31日以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。

　

 

２【その他】

該当事項なし。

 

EDINET提出書類

古河電池株式会社(E01917)

四半期報告書

27/30



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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成21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21年４月１日から平成22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21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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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