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（百万円未満切捨て） 

１．平成27年３月期第１四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年６月30日） 
(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 ％

27年３月期第１四半期 10,272 3.4 50 △7.7 99 △29.3 55 △2.5
26年３月期第１四半期 9,936 4.6 55 △45.1 140 △2.8 56 82.9
（注）包括利益  27年３月期第１四半期  193百万円（△66.8％）  26年３月期第１四半期  582百万円（639.4％） 

 

 
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

27年３月期第１四半期 1.69 －
26年３月期第１四半期 1.73 －
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

27年３月期第１四半期 42,805 15,518 33.5 
26年３月期 41,597 15,034 35.0 
（参考）自己資本    27年３月期第１四半期  14,318百万円  26年３月期  14,558百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 

26年３月期 － － － 6.00 6.00 
27年３月期 －  
27年３月期(予想)  － － 6.00 6.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

22,000 2.0 200 △60.7 210 △66.3 140 △66.3 4.27

通      期 52,000 4.9 2,900 8.5 2,900 0.6 2,000 0.5 61.01
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



※ 注記事項 
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
：無 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 
  
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：有 
  
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 
②  ①以外の会計方針の変更 ：無 
③  会計上の見積りの変更 ：無 
④  修正再表示 ：無 

（注）詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（3) 会計方針の変更・会
計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

 
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 27年３月期１Ｑ 32,800,000株 26年３月期 32,800,000株
②  期末自己株式数 27年３月期１Ｑ 17,184株 26年３月期 16,769株
③  期中平均株式数(四半期累計) 27年３月期１Ｑ 32,783,023株 26年３月期１Ｑ 32,783,331株

 
 
※ 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きの対象外であり、この四
半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達成を当社として約束する趣旨のもので
はありません。また、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、添付資料P.２「１．
当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧く
ださい。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間における我が国の経済は、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動から個人

消費が減少し、これに対応する形で輸入や鉱工業生産の減少も見られました。雇用・所得環境の好転を背景

とした消費マインドの改善による今後の持ち直しが予測されておりますが、消費税率引き上げや円安などに

伴う物価の上昇が及ぼす影響、加えて新興国経済の減速による輸出の減少などから不透明な状況となってお

ります。 

このような状況の中で、当グループの売上高は前年同四半期比336百万円（3.4％）増加の10,272百万円と

なりました。このうち海外売上高は3,954百万円となり、売上高に占める割合は38.5％となりました。 

損益面については、主原材料である鉛価格の上昇や為替の影響を受けたことなどにより、営業利益は50百

万円、経常利益は99百万円となりました。 

また、特別損失として固定資産処分損7百万円を計上し、税金費用を考慮した結果、四半期純利益は55百万

円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四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1,208百万

円増加し42,805百万円となりました。流動資産は、前期末比541百万円減少し17,174百万円となり、固定資産

は、前期末比1,750百万円増加の25,631百万円となりました。 

流動資産減少の主な要因は、売掛債権の減少によるものであります。 

固定資産のうち、有形固定資産は、前期末比2,303百万円増加の21,190百万円となりました。この増加の主

な要因はインドネシアの子会社を連結子会社化したことによるものであります。 

投資その他の資産は、前期末比538百万円減少し4,168百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は、前期末比724百万円増加の27,286百万円となりました。流動

負債は、前期末比631百万円増加の15,214百万円、固定負債は、前期末比92百万円増加の12,072百万円となり

ました。 

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804百万円増加の9,387百万円とな

りました。 

また、当第１四半期連結会計期間末における自己資本は、前期末比239百万円減少して14,318百万円とな

り、自己資本比率は、前期末の35.0％から33.5％となりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

業績予想につきましては、平成26年５月９日に公表いたしました連結業績予想から変更しておりません。 



古河電池㈱ （6937） 

平成27年３月期 第１四半期決算短信 
 

 - 3 -

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結累計期間において、連結の範囲又

は持分法適用の範囲の変更を行っております。 

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更） 

①連結の範囲の重要な変更 

前連結会計年度において非連結子会社でありましたPT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY MANUFACTURING

は、重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

②持分法適用の範囲の重要な変更 

前連結会計年度において持分法非適用の関連会社でありましたPT.FURUKAWA INDOMOBIL BATTERY SALES

は、重要性が増したため、当第１四半期連結累計期間より持分法適用の範囲に含めております。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四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おりま

す。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」

という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月

17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67

項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計

算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決

定方法を退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用す

る方法へ変更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当

第１四半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利

益剰余金に加減しております。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が338百万円増加し、利益剰余金が

218百万円減少しております。なお、当第１四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

半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,097  3,051

  受取手形及び売掛金 10,396  7,389

  商品及び製品 1,498  2,363

  仕掛品 2,358  2,609

  原材料及び貯蔵品 651  636

  繰延税金資産 247  295

  その他 475  836

  貸倒引当金 △8  △8

  流動資産合計 17,716  17,174

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 3,607  3,584

   機械装置及び運搬具（純額） 3,946  3,859

   工具、器具及び備品（純額） 456  395

   土地 6,053  7,356

   リース資産（純額） 267  249

   建設仮勘定 4,554  5,743

   有形固定資産合計 18,886  21,190

  無形固定資産  

   のれん 103  95

   リース資産 16  13

   その他 168  164

   無形固定資産合計 288  273

  投資その他の資産  

   投資有価証券 2,750  2,167

   繰延税金資産 1,820  1,861

   その他 153  156

   貸倒引当金 △18  △17

   投資その他の資産合計 4,706  4,168

  固定資産合計 23,880  25,631

 資産合計 41,597  42,805
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 5,654  5,181

  短期借入金 4,978  6,052

  １年内償還予定の社債 100  100

  リース債務 118  113

  未払法人税等 325  259

  未払消費税等 92  11

  繰延税金負債 2  －

  賞与引当金 559  222

  役員賞与引当金 2  －

  設備関係支払手形 347  707

  その他 2,400  2,565

  流動負債合計 14,582  15,214

 固定負債  

  長期借入金 3,505  3,235

  リース債務 182  166

  繰延税金負債 937  937

  退職給付に係る負債 6,628  7,017

  環境対策引当金 18  18

  負ののれん 194  177

  資産除去債務 8  8

  その他 505  511

  固定負債合計 11,980  12,072

 負債合計 26,562  27,286

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 11,596  11,236

  自己株式 △6  △7

  株主資本合計 13,651  13,291

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 713  813

  繰延ヘッジ損益 △2  △7

  為替換算調整勘定 402  376

  退職給付に係る調整累計額 △205  △154

  その他の包括利益累計額合計 907  1,027

 少数株主持分 476  1,199

 純資産合計 15,034  15,518

負債純資産合計 41,597  42,805
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(2)四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

売上高 9,936  10,272

売上原価 7,700  8,065

売上総利益 2,235  2,207

販売費及び一般管理費 2,180  2,156

営業利益 55  50

営業外収益  

 受取利息 2  2

 受取配当金 47  52

 負ののれん償却額 16  16

 雇用調整助成金 21  26

 為替差益 8  －

 その他 28  26

 営業外収益合計 123  124

営業外費用  

 支払利息 21  24

 為替差損 －  33

 持分法による投資損失 －  1

 その他 17  16

 営業外費用合計 38  76

経常利益 140  99

特別損失  

 固定資産処分損 0  7

 特別損失合計 0  7

税金等調整前四半期純利益 139  92

法人税等 76  34

少数株主損益調整前四半期純利益 63  57

少数株主利益 6  2

四半期純利益 56  55
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 63  57

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 124  101

 繰延ヘッジ損益 △38  △4

 為替換算調整勘定 432  △14

 退職給付に係る調整額 －  51

 持分法適用会社に対する持分相当額 －  1

 その他の包括利益合計 519  135

四半期包括利益 582  193

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 575  175

 少数株主に係る四半期包括利益 6  17
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 


