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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 継続事業税引前当期純利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 1,107,482 △4.1 102,815 △24.9 83,259 △32.1 48,064 △29.3

20年3月期 1,154,574 2.4 136,875 5.0 122,577 △6.8 68,026 △11.0

1株当たり当期純利益
希薄化後1株当たり当期純

利益
株主資本当期純利

益率
総資産継続事業税
引前当期純利益率

売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 37.68 37.68 7.8 5.8 9.3
20年3月期 52.80 52.80 10.4 8.3 11.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  222百万円 20年3月期  94百万円

総資産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 1,385,824 578,284 41.7 454.60
20年3月期 1,464,270 648,097 44.3 506.09

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △22,577 △74,021 84,860 69,505
20年3月期 90,110 △72,344 △11,680 88,784

2.  配当の状況 

（注）22年3月期の配当予想額 ： 未定 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

株主資本配
当率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 6.00 ― 8.00 14.00 17,981 26.5 2.8
21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 17,852 37.2 2.9

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

当社株主に帰属する当期純利益※ 第2四半期連結累計期間 15,000百万円 通期 40,000 百万円 
1株当たり当社株主に帰属する当期純利益※ 第2四半期連結累計期間 11円79銭 通期 31円44銭 
※「当社株主に帰属する当期純利益」は、平成21年3月期までの「当期純利益」と同じ内容です。 

売上高 営業利益 継続事業税引前当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

第2四半期 
連結累計期間

480,000 △16.1 28,000 △58.9 27,500 △58.3

通期 1,020,000 △7.9 70,000 △31.9 69,500 △16.5
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う子会社の異動）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、18ページ「1株当たり情報（連結）」をご覧下さい。 

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） 21年3月期  1,285,919,180株 20年3月期 1,285,919,180株

② 期末自己株式数 21年3月期  13,856,291株 20年3月期  5,315,673株

③ 期中平均株式数 21年3月期 1,275,574,702株 20年3月期 1,288,336,590株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 643,090 △6.2 27,844 △55.0 25,659 △60.1 3,849 △88.3

20年3月期 685,431 △1.4 61,932 △14.6 64,357 △18.1 32,906 △24.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 3.01 ―

20年3月期 25.53 ―

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

21年3月期 736,496 409,063 55.5 321.47
20年3月期 814,886 459,948 56.4 359.06

（参考） 自己資本 21年3月期  409,063百万円 20年3月期  459,948百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（1）本資料で記述されている業績予想及び将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含ま
れております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績
等に影響を与える可能性のある重要な要因には、当社を取り巻く経済状況・為替レート・農業政策・公共投資及び民間設備投資の動向・市場における競争
的な価格プレッシャー及び市場に受け入れられる製品を当社が設計・開発し続けていく能力等があります。ただし、業績に影響を与える要因はこれらに限
定されるものではありません。業績予想の前提となる条件等については、4ページ「経営成績 １．経営成績に関する分析 （2)次期の見通し」をご覧下さい。
（２）当社は安定的な配当の維持及び向上を利益配分に関する基本方針としつつ、具体的な配当金額については、業績動向、財政状態、自社株買付を含
む株主還元率等を総合的に勘案して決定することとしています。現時点では次期配当の予定額は未定ですが、決定しだい速やかに開示いたします。 
（３）個別業績の概要の記載金額は、百万円未満を切り捨て表示しております。 
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