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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75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75期
第３四半期連結
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
12月31日

自　平成21年
４月１日

至　平成21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21年
10月１日

至　平成21年
12月31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） 36,717 28,228 12,658 11,485 46,900

経常利益 （百万円） 2,797 2,210 1,379 1,569 3,542

四半期（当期）純利益 （百万円） 1,772 1,270 870 919 2,296

純資産額 （百万円） － － 4,749 7,278 5,475

総資産額 （百万円） － －
 

33,620
 

34,901 31,687

１株当たり純資産額 （円） － － 142.39 208.48 164.64

１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） 54.05 38.76 26.55 28.06 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 （％） － － 13.9 19.6 17.0

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 2,794 1,758 － － 4,817

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △840 △1,168 － － △1,057

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △1,778 △820 － － △2,669

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） － － 1,921 2,601 2,829

従業員数 （人） － － 1,694 1,639 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。

　なお、当社の連結子会社であるＦＢエンジニアリング株式会社は、平成21年11月25日開催の同社臨時株主総会決議によ

り同日解散しているが、清算手続き未了のため連結の範囲に含めている。

 

　

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。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、次の連結子会社が解散している。

　名称 住所　
資本金

（百万円）
主要な事業の内容　

議決権の所有
割合又は被所
有割合（％）

関係内容　

　（連結子会社）

ＦＢエンジニアリング㈱

　

（注）２　

福島県いわき市 20　
蓄電池・電源・そ

の他
　100

当社設備の保全サー

ビス

役員の兼任…無し　

　（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

　　　　２．平成21年11月25日開催の同社臨時株主総会決議により同日解散し、現在清算手続き中であるが、清算手続き未了

のため連結の範囲に含めている。　

　

　

４【従業員の状況】

(1)　連結会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(人) 1,639(153)

(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21年12月31日現在

従業員数(人) 770 (108)

(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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

　
前年同四半期比（％）　

　

蓄電池・電源 10,392 △7.5

その他 － －

合計 10,392 △7.5

（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21年10月１日
至　平成21年12月31日）

前年同四半期比（％）

蓄電池・電源 11,316 △9.9

その他 169 63.8

合計 11,485 △9.3

（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【事業等のリスク】

　当第３四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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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３四半期連結会計期間における我が国の経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加、工業生産の持ち直しなど

一部に底打ち感が見られた。しかし、円高や株価の下落、デフレの進行といった状況は企業業績の先行きに不透明感を

与えることとなり、設備投資は下げ止まりを見せず、雇用情勢や個人消費は低調なまま推移するなど景気は依然とし

て厳しい状況が続いている。

　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1,172百万円（9.3％）減の11,485百万円となった。

このうち、海外売上高は1,968百万円となり、売上高に占める割合は17.1％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1,552百万円（前年同四半期

は1,469百万円）、経常利益は1,569百万円（前年同四半期は1,379百万円）となった。

　また、特別損失54百万円を計上し、税金費用を考慮した結果、当第３四半期純利益は919百万円（前年同四半期は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）

　鉛蓄電池の売上高は前年同四半期比1,718百万円（15.6％）減の9,292百万円となった。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232百万円（30.3％）増の998百万円となった。これは主に開放型電池の

売上が増加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248百万円（32.0％）増の1,024百万円となった。これは充電機器の売上が増加

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80百万円（77.9％）増の183百万円となった。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9,815百万円（前年同四半期売上高10,674百万円）となった。また、営業利益は、1,349百万円（前年同四半

期営業利益1,264百万円）となった。

（アジア）

　売上高は1,717百万円（前年同四半期売上高2,086百万円）となった。また、営業利益は、180百万円（前年同四半期営

業利益209百万円）となった。

 

(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3,213百万円増加し

34,901百万円となった。流動資産は、前期末比125百万円増加し17,310百万円、固定資産は、前期末比3,087百万円増加

の17,590百万円となった。

　固定資産のうち、有形固定資産は前期末比3,301百万円増加の13,840百万円となった。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化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204百万円減少し3,550百万円となった。

　当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比1,411百万円増加の27,622百万円となった。流動負債は、前期

末比1,246百万円減少の15,942百万円、固定負債は、前期末比2,657百万円増加の11,680百万円となった。有利子負債

（短期借入金、長期借入金および社債の合計額）は、前期末比37百万円増加の10,685百万円となった。

　当第３四半期連結会計期間末の自己資本は、前期末比1,437百万円増加して、6,835百万円となった。なお、自己資本比

率は、前期末の17.0％から19.6％となった。
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(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、前年同四半期連結会計期間

に比べ679百万円（35.4％）増の2,601百万円となった。

 

（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、前年同四半期比1,054百万円（62.1％）減の643百

万円となった。これは主に、減価償却費412百万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、前年同四半期比82百万円（20.3％）増の△322百万

円となった。これは主に、有形固定資産の取得による支出△325百万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、前年同四半期比1,014百万円（128.4％）増の224百

万円となった。これは主に、短期借入金の増加261百万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、238百万円である。

　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３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12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10月１日～

平成21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21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21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 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
13,000 － 13,000 0.04

計 － 13,000 － 13,000 0.04

（注）当第３四半期会計期間末日現在の自己株式数の合計は13,000株である。

　

 

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 10月 11月 12月

最高(円) 958 973 1,175 963 927 895 900 849 757

最低(円) 823 859 898 760 851 761 684 628 655

（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）及び前第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）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年12月31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）及び前第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

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21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21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,616 2,829

受取手形及び売掛金 9,990 9,792

商品及び製品 1,458 1,403

仕掛品 1,768 2,019

原材料及び貯蔵品 515 469

繰延税金資産 221 296

その他 ※1
 808 423

貸倒引当金 △68 △50

流動資産合計 17,310 17,184

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,644 3,162

機械装置及び運搬具（純額） 3,493 3,790

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 376 479

土地 5,862 2,878

リース資産（純額） 116 65

建設仮勘定 347 163

有形固定資産合計 ※2
 13,840

※2
 10,539

無形固定資産

のれん 95 117

リース資産 56 44

その他 47 45

無形固定資産合計 199 207

投資その他の資産

投資有価証券 1,472 1,594

繰延税金資産 1,906 1,990

その他 296 244

貸倒引当金 △123 △74

投資その他の資産合計 3,550 3,755

固定資産合計 17,590 14,503

資産合計 34,901 31,687
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,593 6,606

短期借入金 5,035 5,772

1年内償還予定の社債 1,180 1,240

リース債務 49 29

未払法人税等 198 1,270

未払消費税等 120 344

賞与引当金 161 460

その他 1,604 1,464

流動負債合計 15,942 17,188

固定負債

社債 3,520 2,460

長期借入金 950 1,175

リース債務 133 87

繰延税金負債 1,058 0

退職給付引当金 4,999 5,173

役員退職慰労引当金 91 88

環境対策引当金 18 18

負ののれん 469 －

その他 439 20

固定負債合計 11,680 9,022

負債合計 27,622 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 4,486 3,379

自己株式 △5 △4

株主資本合計 6,543 5,437

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 349 216

繰延ヘッジ損益 113 △55

為替換算調整勘定 △170 △200

評価・換算差額等合計 291 △39

少数株主持分 442 78

純資産合計 7,278 5,475

負債純資産合計 34,901 31,687
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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）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 36,717 28,228

売上原価 27,464 20,482

売上総利益 9,252 7,746

販売費及び一般管理費 ※
 6,241

※1
 5,494

営業利益 3,011 2,251

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 21 34

有価証券売却益 0 －

負ののれん償却額 － 48

持分法による投資利益 28 －

為替差益 － 8

受取保険金 － 19

その他 97 60

営業外収益合計 149 173

営業外費用

支払利息 267 163

社債発行費 － 31

為替差損 57 －

その他 38 19

営業外費用合計 363 213

経常利益 2,797 2,210

特別利益

投資有価証券売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 4 3

特別利益合計 4 3

特別損失

減損損失 － 41

固定資産処分損 23 26

投資有価証券評価損 33 1

投資有価証券売却損 － 0

ゴルフ会員権評価損 3 －

特別損失合計 61 69

税金等調整前四半期純利益 2,741 2,144

法人税等 943 ※2
 840

少数株主利益 24 33

四半期純利益 1,772 1,270
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

売上高 12,658 11,485

売上原価 9,050 8,061

売上総利益 3,607 3,424

販売費及び一般管理費 ※
 2,137

※1
 1,871

営業利益 1,469 1,552

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 9 4

有価証券売却益 0 －

負ののれん償却額 － 16

持分法による投資利益 7 －

為替差益 － 10

受取保険金 － 19

その他 28 27

営業外収益合計 46 78

営業外費用

支払利息 75 52

為替差損 32 －

その他 28 9

営業外費用合計 136 61

経常利益 1,379 1,569

特別利益

投資有価証券評価損戻入益 － 1

特別利益合計 － 1

特別損失

減損損失 － 41

固定資産処分損 12 11

投資有価証券評価損 33 1

投資有価証券売却損 － 0

ゴルフ会員権評価損 3 －

特別損失合計 49 54

税金等調整前四半期純利益 1,330 1,516

法人税等 451 ※2
 584

少数株主利益 8 11

四半期純利益 870 919
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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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21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 2,144

減価償却費 1,147 1,210

減損損失 － 41

のれん償却額 22 △26

貸倒引当金の増減額（△は減少） △30 68

受取利息及び受取配当金 △23 △36

支払利息 267 163

為替差損益（△は益） 0 1

持分法による投資損益（△は益） △28 －

社債発行費 － 31

有形固定資産除却損 23 26

投資有価証券評価損益（△は益） 33 1

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

ゴルフ会員権評価損 3 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,830 △169

たな卸資産の増減額（△は増加） △170 163

仕入債務の増減額（△は減少） △3,581 740

賞与引当金の増減額（△は減少） △296 △299

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） 342 △177

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 3

未払消費税等の増減額（△は減少） △15 △223

その他 271 170

小計 3,555 3,830

利息及び配当金の受取額 38 36

利息の支払額 △251 △147

法人税等の支払額 △548 △1,960

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,794 1,758

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 △726

無形固定資産の取得による支出 △48 △4

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 0 7

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 48 △48

投資活動によるキャッシュ・フロー △840 △1,168
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（単位：百万円）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31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） △2,295 △1,238

長期借入金の返済による支出 △448 △331

社債の発行による収入 980 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 － △30

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 △14 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,778 △820

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 161 △228

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 ※
 1,921

※
 2,601
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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21年４月１日
至　平成21年12月31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３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年12月31日）　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

前第３四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３四半期連結累

計期間では区分掲記することとした。

なお、前第３四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△11百万円である。

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
　　至　平成21年12月31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３四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３四半期連結

会計期間は「商品及び製品」としている。

また、前第３四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３四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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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21年４月１日
至　平成21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。
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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21年12月31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154百万円含まれ

ている。

──────

※２　有形固定資産の減価償却累計額は、30,235百万円で

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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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。

※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 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

　

　

──────

販売手数料

賞与引当金繰入額　

270百万円

59百万円　

貸倒引当金繰入額　 73百万円

賃金給与・賞与手当 1,301百万円

退職給付費用 212百万円

旅費交通費 223百万円

減価償却費 217百万円

※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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21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。

※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 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

　

　

──────

販売手数料

賞与引当金繰入額　

貸倒引当金繰入額　

87百万円

59百万円

23百万円　

賃金給与・賞与手当 378百万円

退職給付費用 73百万円

旅費交通費 75百万円

減価償却費 77百万円

※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。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21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

現金及び預金勘定

預入期間が３ヶ月を超える定期預金　

2,616百万円

△15百万円　

現金及び現金同等物 2,601百万円

 

（株主資本等関係）

  当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成

21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 13,470

 

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３四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３四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。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第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）及び前第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。

　

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31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 11,316 169 11,485 － 11,485

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 14 14 (14) －

計 11,316 183 11,500 (14) 11,485

営業利益 1,535 17 1,552 － 1,552

　　

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日　至平成21年12月31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 27,678 549 28,228 － 28,228

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 46 46 (46) －

計 27,678 596 28,274 (46) 28,228

営業利益 2,179 71 2,251 － 2,251

（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　
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【所在地別セグメント情報】

前第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３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21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
9,800 1,684 11,485     － 11,485

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
15 32 47 (47) －

計 9,815 1,717 11,533 (47) 11,485

営業利益 1,349 180 1,530 22 1,552

（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

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21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
23,676 4,551 28,228 － 28,228

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
45 84 130 (130) －

計 23,722 4,635 28,358 (130) 28,228

営業利益 1,754 483 2,237 13 2,251

（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３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,407 561 1,968

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 11,485

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
12.3 4.9 17.1

 

前第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

　

当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,888 1,263 5,151

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 28,228

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高

の割合（％）
13.8 4.5 18.2

（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３四半期連結会計期間末（平成21年12月31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３四半期連結会計期間末（平成21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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（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21年12月31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 208円　48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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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） 7,278 5,475

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 442 78

（うち少数株主持分）（百万円） (442) (78)

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額（百万円） 6,835 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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 54円　05銭 １株当たり四半期純利益金額 38円　76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３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日)

四半期純利益（百万円） 1,772 1,270

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 1,270

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,788 32,786

　

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 26円　55銭 １株当たり四半期純利益金額 28円　06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)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日)

四半期純利益（百万円） 870 919

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） 870 919

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,787 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３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31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。
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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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年２月12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３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21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21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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