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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 5,949 46.5 330 ― 331 ― 194 ―

22年3月期第2四半期 4,062 △47.4 △497 ― △476 ― △774 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 27.48 ―

22年3月期第2四半期 △108.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 11,472 5,207 44.1 712.86
22年3月期 10,577 5,042 46.4 692.23

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,055百万円 22年3月期  4,909百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 7.50 7.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 11,300 29.4 460 ― 460 ― 265 ― 37.37



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成22年５月14日に発表いたしました通期業績予想の修正をしております。詳細につきましては、平成22年10月29日付「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q  7,210,000株 22年3月期  7,210,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  118,292株 22年3月期  117,912株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  7,091,900株 22年3月期2Q  7,111,056株
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世界経済は先進国の高水準の失業率や財政懸念等、引き続き厳しい状況にあるものの、新興国を中心

とした需要は回復しております。わが国経済も、デフレや厳しい雇用情勢等、深刻な状況ではあります

が、製造業の生産や輸出、設備投資には回復の動きがみられるようになっております。 

当社グループの主力納入先であるプラスチック成形加工業界におきましても、平成22年１月～６月の

射出成形機の国内生産は、金額ベースで511億円と一昨年の同期間の約39％減の水準ながら前年同期間

と比較すると約61％増まで回復してきております。 

このような環境下、当社グループは、プラスチック成形関連のコアビジネスにおきまして、品質の向

上、納期の確守、新製品の開発等、競争力強化によるマーケットシェアの拡大を図るとともに、環境、

電池、食品、医薬、化粧品等の新規販売分野の開拓・拡大に注力してまいりました。 

この結果、売上高は中国を中心とした東アジアが堅調に推移したこと、国内においても電子部品関連

の需要が回復基調であること等により、前年同期比18億８千７百万円増(同46.5％増)の59億４千９百万

円となりました。 

損益面でも、価格競争の激化によるマイナス要因はあるものの、売上高の増加に伴う売上総利益の増

加、材料費を中心とした原価低減や諸経費低減努力等により、３億３千万円の営業利益(前年同期は４

億９千７百万円の営業損失)、３億３千１百万円の経常利益(前年同期は４億７千６百万円の経常損失)

となりました。 

これから、法人税、住民税及び事業税１億２千４百万円等を計上した結果、１億９千４百万円の四半

期純利益(前年同期は７億７千４百万円の四半期純損失)となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、受取手形及び売掛金、仕掛品が増加したこと等により９億

７千６百万円増加し、88億３千６百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末に比べて、有形

固定資産、投資有価証券が減少したこと等により８千１百万円減少し、26億３千６百万円となりまし

た。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて８億９千４百万円増加し、114億７千２百万円と

なりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、１年内償還予定の社債が減少しましたが、支払手形及び買

掛金が増加したこと等により２億５千８百万円増加し、35億８千９百万円となりました。固定負債は、

前連結会計年度末に比べて、長期借入金が増加したこと等により４億７千万円増加し、26億７千４百万

円となりました。この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて７億２千９百万円増加し、62億６

千４百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、利益剰余金、少数株主持分が増加したこと等により１億

６千５百万円増加し、52億７百万円となりました。 

  

前述の通り、中国を中心とする東アジアや東南アジア諸国の需要は堅調であり、国内においても電子

部品関連を中心に需要は回復傾向であります。当年度後半は、世界経済の停滞による減速、日本におけ

る円高の影響や自動車、家電の景気刺激策の反動等を予想しておりますが、通期の連結売上高は前回予

想を1,000百万円上回る見込みです。利益面におきましても、受注競争激化による販売価格の低下はあ

るものの、売上高の増分効果と原価低減努力等により、営業利益は280百万円、経常利益は270百万円、

当期純利益は150百万円、それぞれ前回予想を上回る見込みです。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

㈱カワタ(6292)　平成23年３月期　第２四半期決算短信

―　2　―



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日)を適用しております。 

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軽微であります。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額についても影響は軽微であります。 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第２四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 会計処理の原則・手続の変更

② 表示方法の変更
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3. 四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,304,232 3,412,316

受取手形及び売掛金 4,170,670 3,102,036

商品及び製品 291,303 380,325

仕掛品 324,563 280,117

原材料及び貯蔵品 660,340 646,396

その他 195,069 139,651

貸倒引当金 △110,172 △101,295

流動資産合計 8,836,007 7,859,547

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,320,553 1,319,939

その他（純額） 902,641 958,917

有形固定資産合計 2,223,195 2,278,856

無形固定資産   

その他 27,354 30,222

無形固定資産合計 27,354 30,222

投資その他の資産   

その他 404,815 430,288

貸倒引当金 △19,223 △21,386

投資その他の資産合計 385,592 408,902

固定資産合計 2,636,142 2,717,981

資産合計 11,472,149 10,577,528

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,677,542 1,203,079

短期借入金 650,525 626,961

1年内償還予定の社債 400,000 900,000

未払法人税等 113,860 －

製品保証引当金 134,337 105,613

役員賞与引当金 － 5,000

その他 613,676 490,376

流動負債合計 3,589,942 3,331,030

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 1,131,664 674,792

退職給付引当金 299,661 271,999

役員退職慰労引当金 128,768 142,987

負ののれん 21,278 26,433

その他 93,220 87,765

固定負債合計 2,674,593 2,203,977

負債合計 6,264,536 5,535,007
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 977,142 977,142

資本剰余金 1,069,391 1,069,391

利益剰余金 3,236,602 3,041,690

自己株式 △40,262 △40,166

株主資本合計 5,242,873 5,048,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,563 28,726

為替換算調整勘定 △202,047 △167,411

評価・換算差額等合計 △187,484 △138,685

少数株主持分 152,223 133,148

純資産合計 5,207,613 5,042,520

負債純資産合計 11,472,149 10,577,528
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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：千円）

前第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) 

当第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) 

売上高 4,062,260 5,949,600

売上原価 3,295,565 4,328,058

売上総利益 766,695 1,621,542

販売費及び一般管理費 1,263,880 1,291,473

営業利益又は営業損失（△） △497,184 330,068

営業外収益   

受取利息 3,793 4,748

受取配当金 2,209 2,603

負ののれん償却額 4,646 5,155

助成金収入 15,281 14,716

その他 39,853 22,162

営業外収益合計 65,785 49,386

営業外費用   

支払利息 24,154 25,139

コミットメントライン手数料 12,214 9,217

その他 8,789 13,732

営業外費用合計 45,157 48,089

経常利益又は経常損失（△） △476,557 331,365

特別利益   

固定資産売却益 911 －

特別利益合計 911 －

特別損失   

固定資産除却損 721 －

会員権評価損 11,941 －

特別損失合計 12,662 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△488,308 331,365

法人税、住民税及び事業税 9,721 124,476

法人税等調整額 288,956 △11,652

法人税等合計 298,678 112,823

少数株主損益調整前四半期純利益 － 218,542

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,232 23,630

四半期純利益又は四半期純損失（△） △774,753 194,911
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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