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          平成 20 年 3 月期 中 間 決 算 短 信 
 平成 19 年 11 月 13 日 
 
上 場 会 社 名   株式会社 東洋製作 所 上場取引所 東証二部 

コ ー ド 番 号   ６４４３           ＵＲＬ http://www.h.toyo-ew.co.jp/  

代 表 者   代表取締役社長 服部  豊 

問合せ先責任者   企画経理部長  渡辺 良介  ＴＥＬ (03) 3458-3101 

半期報告書提出予定日  平成 19 年 12 月 20 日    

  
(百万円未満切捨て) 

１．19 年 9月中間期の連結業績（平成 19 年 4月 1日～平成 19 年 9 月 30 日） 
(1)連結経営成績                             (％表示は対前年中間期増減率) 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

9,637 
9,033 

6.7 
△18.4 

△149
△677

－
－

△144
△629

－ 
－ 

309
△98

－
－

19 年 3 月期 24,032  11 80  531
 
 
 1 株当たり中間 

（当期）純利益 
潜在株式調整後 1 株当た

り中間（当期）純利益 
  

  円 銭  円 銭  

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

13.91 
△4.41 

－ 
－ 

  

19 年 3 月期 23.86 －   

(参考) 持分法投資損益   19 年 9 月中間期  - 百万円 18 年 9 月中間期  - 百万円 19 年 3 月期  - 百万円 
 
(2)連結財政状態 
 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

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

19,580 
18,511 

6,682 
5,710 

34.1 
30.8 

299.22 
255.70 

19 年 3 月期 21,473 6,424 29.9 287.66 

(参考) 自己資本     19 年 9 月中間期 6,668 百万円 18 年 9 月中間期 5,698 百万円 19 年 3 月期 6,410 百万円 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 
 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

19 年 9 月中間期 
18 年 9 月中間期 

1,815 
△565 

532 
623 

△106 
△55 

5,039 
2,997 

19 年 3 月期 △806 650 △59 2,786 

 
２．配当の状況 
 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期 末 年 間 

  円 銭  円 銭  円 銭

19 年 3 月期 0.00 4.00 4.00 
20 年 3 月期 0.00  
20 年 3 月期 

(予想） 
 4.00 

4.00 

 

３．20 年 3月期の連結業績予想（平成 19 年 4月 1日～平成 20 年 3 月 31 日） 
（％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 
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 24,000 △0.1 340    － 240 199.0 110 △79.3 4.94 

C120
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動    無 

 

(2) 中間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 

   ① 会計基準等の改正に伴う変更   有 

   ② ①以外の変更          無 

    (注)詳細は、12 ページ「中間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」をご覧下さい。 

 
(3) 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） 19 年 9 月中間期 22,296,204 株 18 年 9 月中間期 22,296,204 株  19 年 3 月期 22,296,204 株  

   ② 期末自己株式数        19 年 9 月中間期  11,684 株 18 年 9 月中間期  9,563 株 19 年 3 月期  10,313 株  

    (注)1 株当たり中間（当期）純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、16 ページ「１株当たり情報」を 

      ご覧下さい。 

 

 

（参考）個別業績の概要 

 １．19 年 9 月中間期の個別業績（平成 19 年 4 月 1日～平成 19 年 9月 30 日） 

 (1)個別経営成績                                (％表示は対前年中間期増減率) 
 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間(当期)純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年 9月中間期 
18年 9月中間期 

9,341 
8,439 

10.7

△19.7
△151
△672

－
－

△134
△616

－ 
－ 

327
△79

－
－

19 年 3月期 22,771 7 80  537
 

 1 株当たり中間 

当期純利益 
  円 銭

19年 9月中間期 
18年 9月中間期 

14.71 
△3.58 

19 年 3 月期 24.13 

 
 (2)個別財政状態 

 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

19年 9月中間期 
18年 9月中間期 

19,086 
18,146 

6,624 
5,662 

34.7 
31.2 

297.26 
254.09 

19 年 3 月期 21,148 6,359 30.1 285.36 

  (参考) 自己資本  19年 9月中間期 6,624 百万円 18年 9月中間期 5,662 百万円 19年 3月期 6,359 百万円 

 ２．20 年 3 月期の個別業績予想（平成 19 年 4 月 1日～平成 20 年 3月 31 日） 

               （％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 

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 23,000   1.0 320    － 220 173.6 100 △81.4 4.49 

 

 

 ※ 上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後様々な要因によって 

   予想数値と異なる場合があります。 
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１ ． 経 営 成 績  

（１）経営成績に関する分析 

  ① 当中間期の経営成績 

 当中間期におけるわが国経済は設備投資も底堅く、企業部門などが順調に推移し、今後も息の長

い緩やかな景気の回復が続くものと見られていますが、米国など海外経済の不確実性も懸念され、

先行き不透明さが増しております。 

 このような事業環境の下、当社グル－プは、4 月よりカンパニー制度を導入し経営全般の効率向

上に努めました。エンジニアリングカンパニー、機器・大形冷機サービスカンパニーともに自然冷

媒を利用した設備や省エネ機器等の一層の拡販ならびに採算重視の営業活動に邁進してまいりまし

た。 
 その結果、セグメント間売上消去後の当中間期連結業績は、売上高 9,637 百万円(前年同期比 6.7％

増)となり、経常損失は 144 百万円（前年同期は経常損失 629 百万円）の赤字となったものの、一層

のコストダウンや効率化推進の成果により前年度に比し顕著に改善いたしました。また中間純利益

は有価証券売却による特別利益も含め、309 百万円（前年同期は中間純損失 98 百万円）を確保する

ことができました。 

 [エンジニアリング事業] 

 当事業は、低温物流、食品加工、飲料冷却、環境試験、製造工場プロセス、特殊空調等の冷熱・ 環

境エンジニアリングのシステム設計、製作、施工ならびに保守サービスを主たる業務とし、省エネ、

環境保護を通じて社会に貢献し高い評価をいただいております。 

 当社はオゾン層保護や地球温暖化防止の観点から、冷却設備に使用されている冷媒を自然冷媒に

転換することを推進しております。 

 当社関連の顧客においても、地球環境保護への認識が高まり、自社の環境目標を制定し、フロン

類使用設備を炭酸ガスやアンモニアなどの自然冷媒使用設備に転換する方向に向きつつあります。 

 このような中、当中間期は乳業工場・冷凍食品工場などに多数の炭酸ガス／アンモニア冷却シス

テム「Ｃ－ＬＴＳ」を納入することができました。今後もこのシステムの更なる技術開発、コスト

ダウンにより商品力を高め拡販に努めてまいります。 

 環境試験装置では、長年にわたる高効率・高精度制御システム、太陽近似光日射装置、人工降雪

等の高度技術の蓄積により高い評価をいただき、自動車メーカー・ＯＡ機器メーカー等に多数の装

置を納入いたしました。今後も顧客のニーズにこたえるべく、新技術の開発を推進し更なる拡販に

努めてまいります。 

 こうした状況下、積極的な営業活動を進めてきた結果、当中間期の連結売上高は 4,771 百万円と

前年同期比 17.8％の増収、営業損失は 156 百万円（前年同期 418 百万円の損失）となり、業績面の

改善が見られました。 

 [機器事業] 

 当事業は、空調・冷凍冷媒機器の製造・販売および関連会社製品ならびに大形冷凍機の仕入・販

売、据付試運転、改修、保守サービスを主たる事業とし、快適な環境を作るための一貫した事業を

展開しております。熱源機器からターミナル機器、冷媒機器までの幅広い品揃えと高度な技術力、

および全国に展開している万全の販売・サービス網は、高い評価と信頼をいただいております。 

 しかしながら、当中間期も空調機器業界は一層の低価格競争が続き、一方では銅・アルミニウム
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など素材の高止まり状況もあって、非常に厳しい状況が続きました。 

 こうした状況下、地球温暖化対策や省エネルギー対策にかけられる期待は大きく、当社も環境対

応製品として開発した直膨エアハン「ダイレクトⅩ」やヒートポンプ式チラー｢Ｍｒ．エコ２（ミス

ターエコツー）｣等の機器の拡販に注力するほか、空調機器のメンテナンス、改修、リニューアル工

事にも注力しました。 

 その結果、当中間期の連結売上高は 4,948 百万円（前年同期 4,998 百万円）と前年同期比 1.0％

の微減でしたが、営業利益 1百万円（前年同期は 263 百万円の損失）となり改善が見られました。 

 [その他事業] 

 当事業は、人材派遣、損害保険代理店業務および福利・厚生サービスなどの業務をおこなってお

り、連結売上高は 176 百万円（前年同期比 12.5％減）、営業利益 4 百万円（前年同期比 16.7％増）

となりました。 

 

  ② 通期の見通し 
 今後の見通しにつきましては、引き続き価格競争の激化など厳しい事業環境が予想されますが、

更なるコストダウンにより市場競争力を強め新製品・新システムの市場投入と差別化製品技術の

強化を図ってまいります。 
 これにより通期の業績見通しは、次のとおりであります。 
 

連結売上高 ２４,０００ 百万円 
営業利益 ３４０ 百万円 
経常利益 ２４０ 百万円 
当期純利益 １１０ 百万円 
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（２）財政状態に関する分析 

 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローは、売上債権の入金と有価証券の売却収入により、現

金及び現金同等物の中間期末残高は前連結会計年度末に比べ 2,252 百万円増の 5,039 百万円となり

ました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が前年同期に比べ大幅に改善し

たこと及び売上債権の減少により、前年同期と比べると 2,381 百万円の増加となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却等により 532 百万円の収入がありました

が、有形固定資産の売却があった前年同期より 91 百万円の減少となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ借入金の返済及び支払配当金の増加によ

り 106 百万円の支出となり、前年同期と比べ 50 百万円減少しました。 

  

  なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 
平成 19 年 9月 
中 間 期 

自己資本比率（％） 31.8 27.5 29.9 34.1 

時価ベースの 
自己資本比率（％） 24.6 25.5 21.9 21.1 

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率（年） ― ― ― 1.7 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍） ― ― ― 80.8 

（注） 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト･カバレッジ･レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
※キャッシュ・フローは、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、中間連結（連結）貸借対照表に計上されている短期借入金及び長期借入金を対象と

しております。また、利払いについては、中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。 
※キャッシュ・フローがマイナスとなった期につきましては、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレス

ト・カバレッジ・レシオを記載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社は、株主各位への安定的な配当の継続を重視することを基本とし、財務体質の一層の強化の

ため内部留保の充実も勘案のうえ、成果の配分を行うことを方針としております。 

 平成 19 年度の期末配当金につきましては、前年度同様、１株につき４円の配当を実施してまいる

所存であります。 
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２ ． 企 業 集 団 の状 況  

 近の有価証券報告書（平成 19 年６月 28 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

 
３ ． 経 営 方 針  

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は冷熱・環境エンジニアリングのリーディングカンパニーとして、株主・顧客・社会に貢献

し、社員が誇りを持てる会社を目指すとともに、 

 ①全部門の黒字化、自主自立 

 ②顧客への密着と行動の重視 

 ③技術の研鑚と創造力の発揮 

 ④品質と安全の管理徹底 

を経営方針として当社グループ全体の企業価値の増大を目指して、経営に取組んでおります｡ 

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

  ①エンジニアリングカンパニー 

 前々期の多額の赤字から前期には大きく挽回して何とか利益を確保できたことから、今後は前期

からの諸施策を更に徹底させ、引き続き収益拡大と黒字体質の定着化をめざします。 

 具体的には、省エネ、自然冷媒等当社が技術的な強みを持つ製品・市場への経営資源集中と、営

業・技術全般にわたる管理・フォロー体制の強化を一層徹底させていきます。また、営業力・技術

力強化に一層注力すると共に、今回エンジニアリングカンパニー内にエンジニアリング関係サービ

ス部門を統合したことに伴い販・サ一体運営のシナジー効果をあげ、サービス事業収益の拡大に努

めます。 

  ②機器・大形冷機サービスカンパニー 

 機器事業においては、営業部門と製造部門の一体運営強化や、資材購入への新手法採用、設計改

善、大和工場における新鋭設備を活用した内作取り込みと生産効率向上など、コストダウンのため

の打ち手を実施し、これらが着実に成果をあげつつあります。これに加え、直膨型エアハン、リニ

ューアル用エアハン、各種冷媒機器等、当社の技術力を活かしうる分野を重点に、商品力の向上と

拡販に注力していきます。 

 サービス事業では、大形冷凍機関係のサービスは、市場の状況変化にいち早く対応し、関連会社

との連携、協業体制を再構築の上、事業規模の維持・拡大、利益の確保へと邁進していきます。そ

のため、協力会社の育成・活用、サービス技術力の保持・向上を図り、コストダウンを推進します。

また、空調関係のサービスはリニューアル物件等、客先への積極的な提案を行うなど攻めの営業で

事業収益の維持・拡大を図っていきます。 
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４. 中間連結財務諸表等 

(１) 中間連結貸借対照表 

 

 前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

  現金及び預金  2,997 5,039   2,786

  受取手形及び売掛金  8,110 7,460   12,232

  たな卸資産  2,963 2,649   2,079

  繰延税金資産  1 1   4

  その他  190 189   80

  貸倒引当金  △21 △13   △23

 流動資産合計  14,241 76.9 15,326 78.3  17,160 79.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

  建物及び構築物  1,027 952   988

  機械装置及び運搬具  415 344   379

  土地  825 825   825

  その他  193 175   176

  有形固定資産合計  2,463 13.3 2,297 11.7  2,370 11.0

２ 無形固定資産    

  その他  33 40   33

  無形固定資産合計  33 0.2 40 0.2  33 0.2

３ 投資その他の資産    

  投資有価証券  1,334 1,411   1,440

  長期貸付金   4 2   2

  その他  453 573   505

  貸倒引当金  △18 △70   △40

  投資その他の資産合計  1,773 9.6 1,916 9.8  1,908 8.9

 固定資産合計  4,270 23.1 4,254 21.7  4,312 20.1

 資産合計  18,511 100.0 19,580 100.0  21,473 100.0
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 前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

  支払手形及び買掛金  6,152 6,229   8,397

  短期借入金  1,350 1,350   1,350

  １年以内返済予定の 
  長期借入金  500 1,133   233

  未払法人税等  30 29   93

  受注工事損失引当金  55 30   45

  その他  664 766   566

流動負債合計  8,752 47.3 9,537 48.7  10,684 49.8

Ⅱ 固定負債    

  長期借入金  1,203 550   1,467

  繰延税金負債  295 362   340

  退職給付引当金  2,423 2,385   2,412

  役員退職慰労引当金  120 ―   139

  その他  5 61   4

 固定負債合計  4,048 21.8 3,360 17.2  4,363 20.3

負債合計  12,800 69.1 12,897 65.9  15,048 70.1

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

  資本金  2,334 12.6 2,334 11.9  2,334 10.9

  資本剰余金  1,470 7.9 1,470 7.5  1,470 6.8

  利益剰余金  1,475 8.0 2,326 11.9  2,105 9.8

  自己株式  △1 △0.0 △2 △0.0  △1 △0.0

 株主資本合計  5,278 28.5 6,129 31.3  5,908 27.5

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券 
  評価差額金  430 2.3 536 2.7  509 2.3

  為替換算調整勘定  △9 △0.0 2 0.0  △7 △0.0

 評価・換算差額等合計  420 2.3 538 2.7  502 2.3

Ⅲ 少数株主持分  12 0.1 14 0.1  13 0.1

 純資産合計  5,710 30.9 6,682 34.1  6,424 29.9

 負債純資産合計  18,511 100.0 19,580 100.0  21,473 100.0
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(２) 中間連結損益計算書 

 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  9,033 100.0 9,637 100.0  24,032 100.0

Ⅱ 売上原価  8,022 88.8 8,116 84.2  20,705 86.2

売上総利益  1,011 11.2 1,520 15.8  3,327 13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,689 18.7 1,670 17.3  3,315 13.8

営業利益又は 
営業損失（△）  △677 △7.5 △149 △1.5  11 0.0

Ⅳ 営業外収益    

  受取利息 1 6  4 

  受取配当金 10 10  17 

  不動産賃貸収入 39 9  48 

  投資有価証券売却益 39 ―  63 

  貸倒引当金戻入益 5 10  0 

  その他 7 102 1.1 3 40 0.4 15 149 0.6

Ⅴ 営業外費用    

  支払利息 16 22  35 

  不動産賃貸費用 13 2  16 

  事業環境改善費用 14 ―  16 

  製品競争力強化改善費用 ― 3  ― 

  その他 10 54 0.6 6 35 0.4 13 80 0.3

経常利益又は 
経常損失（△）  △629 △7.0 △144 △1.5  80 0.3

Ⅵ 特別利益    

   有形固定資産売却益 549 ―  549 

  投資有価証券売却益 ― 549 6.1 475 475 4.9 ― 549 2.3

税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前
中間純損失（△） 

 △80 △0.9 330 3.4  629 2.6

法人税、住民税 
及び事業税  16 16   98

法人税等調整額  0 3   △2

少数株主利益  0 0   1

中間(当期)純利益又は 
中間純損失（△）  △98 △1.1 309 3.2  531 2.2
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（３）中間連結株主資本等変動計算書 
 

  前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）         （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

項  目 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

為替換算

調整勘定 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 2,334 1,470 1,618 △1 5,421 520 △9 11 5,944

中間連結会計期間中の 

変動額 
   

剰余金の配当   △44 △44  △44

中間純損失   △98 △98  △98

株主資本以外の項目 

の中間連結会計期間 

中の変動額(純額) 

  △90 △0 0 △90

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
－ － △142 － △142 △90 △0 0 △233

平成18年9月30日残高 2,334 1,470 1,475 △１ 5,278 430 △9 12 5,710

 

  当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）         （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

項  目 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

為替換算

調整勘定 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成19年3月31日残高 2,334 1,470 2,105 △1 5,908 509 △7 13 6,424

中間連結会計期間中の 

変動額 
   

剰余金の配当   △89 △89  △89

中間純利益   309 309  309

自己株式の取得   △0 △0  △0

株主資本以外の項目 

の中間連結会計期間 

中の変動額(純額) 

  26 10 0 37

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
－ － 220 △0 220 26 10 0 258

平成19年9月30日残高 2,334 1,470 2,326 △2 6,129 536 2 14 6,682

 

  前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）           （単位：百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

項  目 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式

株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

為替換算

調整勘定 

少数株主

持分 

純資産 

合計 

平成18年3月31日残高 2,334 1,470 1,618 △1 5,421 520 △9 11 5,944

連結会計年度中の 

変動額 
   

剰余金の配当   △44 △44  △44

当期純利益   531 531  531

自己株式の取得   △0 △0  △0

株主資本以外の項目 

の連結会計年度中の 

変動額(純額) 

  △11 2 2 △6

連結会計期間中の 

変動額合計 
－ － 487 △0 487 △11 2 2 480

平成19年3月31日残高 2,334 1,470 2,105 △１ 5,908 509 △7 13 6,424
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(４) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間(当期)純利益 
又は純損失（△） 

△80 330 629

減価償却費 120 109 235

貸倒引当金の増減額(△:減少) △3 20 20

退職給付引当金の増減額(△:減少) △14 △26 △26

役員退職慰労引当金の増減額 
(△:減少) 

△4 △139 13

受取利息及び受取配当金 △11 △16 △21

支払利息 16 22 35

投資有価証券売却益 △39 △475 △63

有形固定資産売却益 △549 ― △549

売上債権の増減額(△:増加) 3,633 4,723 △531

たな卸資産の増減額(△:増加) △1,009 △569 △123

仕入債務の増減額(△:減少) △2,498 △2,185 △268

その他 △97 104 △92

 小計 △537 1,898 △742

利息及び配当金の受取額 11 16 21

利息の支払額 △16 △22 △38

法人税等の支払額 △23 △76 △47

営業活動によるキャッシュ・フロー △565 1,815 △806

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 44 554 88

有形固定資産の取得による支出 △283 △12 △302

有形固定資産の売却による収入 846 0 846

無形固定資産の取得による支出 ― △9 △2

長期貸付金の回収による収入 0 0 2

その他 16 △0 17

投資活動によるキャッシュ・フロー 623 532 650

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額(△:減少) ― ― ―

長期借入金の借入による収入 ― ― 500

長期借入金の返済による支出 △10 △16 △514

配当金の支払額 △44 △89 △44

その他 △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △55 △106 △59

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 11 6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△:減少) 1 2,252 △209

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,996 2,786 2,996

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末 
(期末)残高 

2,997 5,039 2,786

  



（6443）  平成20年3月期 中間決算短信 

-12- 

 

（５）中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

（役員退職慰労引当金の計上基準） 
  当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平

成19年6月28日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金の打切り支
給の件についての議案が決議されたため、打切り支給の対象となった取締役および監査役に対する従来の
退職慰労引当金を全額取崩し、長期未払金に振替えております。 

  この結果、当中間連結会計期間末の未払額57百万円は固定負債の「その他」に含めて計上しております。 
 

 なお、上記以外の項目は、 近の半期報告書（平成18年12月20日提出）における記載から重要な変更が
ないため開示を省略しております。 

 

（６）中間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 

（有形固定資産の減価償却資産の減価償却の方法の変更） 
  法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、当中間連結会計期間から、平成19
年4月1日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

  なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
（追加情報） 
  当中間連結会計期間から、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 
  当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
 

（７）中間連結財務諸表に関する注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 
                    
１．有形固定資産の減価償却累計額    

           （前中間連結会計期間） （当中間連結会計期間）  （前連結会計年度） 
             5,628 百万円      5,764 百万円       5,701 百万円 

 

２．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産 
 建物等 698 百万円 
 機械装置等 338  
 土地 119  

 計 1,157  
担保付債務 

 長期借入金 450 百万円 
 1 年以内に返済予定の長期借入金 1,033  
 短期借入金 1,100  

 計 2,583  

３．中間連結会計期間末日満期手形の処理 

中間連結会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。なお、当中間連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満

期手形が、中間連結会計期間末残高から除かれております。 
 受取手形 100 百万円 
 支払手形 888 百万円 
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（中間連結損益計算書関係） 

１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

 貸倒引当金繰入額 30 百万円 

 給与手当 549  

 賞与 127  

 退職給付費用 72  

 旅費交通費 86  

 減価償却費 26  

 見積引合費 282  

 研究開発費 73  

 賃借料 19  

 

 (中間連結株主資本等変動計算書関係) 

１．発行済株式及び自己株式に関する事項                         （単位：株） 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

発行済株式     

 普通株式 22,296,204 － － 22,296,204

自己株式  

 普通株式 10,313 1,371 － 11,684

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,371 株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．配当に関する事項 

 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 

平成19年6月28日 

定時株主総会 
普通株式 89 4 平成19年3月31日 平成19年6月29日 

 
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲載されている科目の金額との関係 

現金及び預金               5,039 百万円 

現金及び現金同等物         5,039 百万円 
 
（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自 平成 18 年 4 月 1日～至 平成 18 年 9 月 30 日）            （単位：百万円） 

 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事 業 

機 器 

事 業 

その他 

事 業 
計 

消去又は 

全  社 
連 結 

 

 

4,051

 

 

4,964

 

 

18

 

 

9,033 

 

 

－ 9,033

売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
－ 34 183 217 (217) －

計 4,051 4,998 201 9,251 (217) 9,033

 営業費用 4,469 5,261 197 9,928 (217) 9,711

 営業利益又は営業損失(△) △418 △263 3 △677 (－) △677
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 当中間連結会計期間（自 平成 19 年 4 月 1日～至 平成 19 年 9 月 30 日）            （単位：百万円） 

 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事 業 

機 器 

事 業 

その他 

事 業 
計 

消去又は 

全  社 
連 結 

 

 

4,771

 

 

4,850

 

 

15

 

 

9,637 

 

 

－ 9,637

売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
－ 98 161 259 (259) －

計 4,771 4,948 176 9,897 (259) 9,637

 営業費用 4,927 4,946 172 10,046 (259) 9,787

 営業利益又は営業損失(△) △156 1 4 △149 (－) △149

 

 前連結会計年度（自 平成 18 年 4月 1日～至 平成 19 年 3月 31 日）                （単位：百万円） 

 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

事 業 

機 器 

事 業 

その他 

事 業 
計 

消去又は 

全  社 
連 結 

 

 

12,801

 

 

11,196

 

 

34

 

 

24,032 

 

 

－ 24,032

売上高及び営業損益 

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
－ 102 360 462 (462) －

計 12,801 11,298 394 24,494 (462) 24,032

 営業費用 12,744 11,349 388 24,483 (462) 24,020

 営業利益又は営業損失(△) 56 △50 5 11 (－) 11

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

   ２．各事業の主な内容 

①エンジニアリング事業 冷凍・冷蔵・製氷装置、食品プラント・産業用プロセス冷却装置等の設計、施工、

保守サービスに関する事業 

②機器事業 エアハンドリングユニット等冷凍空調用機器の製造、販売、保守サービスに関す

る事業 

③その他事業 人材派遣、損害保険代理店業に関する事業 

２．所在地別セグメント情報 
   前中間連結会計期間（平成 18年 4 月 1日～平成 18 年 9月 30.日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいず
れも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   当中間連結会計期間（平成 19年 4 月 1日～平成 19 年 9月 30 日） 
全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいず
れも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

   前連結会計年度（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 
全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がい
ずれも 90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

３．海外売上高 
   前中間連結会計期間（平成 18年 4 月 1日～平成 18 年 9月 30 日） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
   当中間連結会計期間（平成 19年 4 月 1日～平成 19 年 9月 30 日） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
   前連結会計年度（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3 月 31 日） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（有価証券）  

前中間連結会計期間末(平成 18 年 9月 30 日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 

区  分 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差  額 

  株式 409 1,135 725 

 

２．時価評価されていない有価証券 （単位：百万円） 

区  分 中間連結貸借対照表計上額 

  その他有価証券 

    非上場株式 

 

199 

 

当中間連結会計期間末(平成 19 年 9月 30 日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 

区  分 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差  額 

  株式 392 1,290 898 

 

２．時価評価されていない有価証券 （単位：百万円） 

区  分 中間連結貸借対照表計上額 

  その他有価証券 

    非上場株式 

 

120 

 

前連結会計年度末(平成 19 年 3 月 31 日) 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円） 

区  分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差  額 

  株式 390 1,240 850 

 

２．時価評価されていない有価証券 （単位：百万円） 

区  分 連結貸借対照表計上額 

  その他有価証券 

    非上場株式 

 

199 
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（１株当たり情報） 
 

項目 
前中間連結会計期間 
（自 平成18年4月1日 
至 平成18年9月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年4月1日 
至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年4月1日 
至 平成19年3月31日）

１株当たり純資産額 255.70円 299.22円 287.66円

１株当たり中間（当期）純
利益又は中間純損失（△） 

△4.41円 13.91円 23.86円

潜在株式調整後1株当たり
中間（当期）純利益 

潜在株式がないため記載し

ておりません。 
同 左 同 左 

 

(注) １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失の算定上の基礎 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

中間（当期）純利益又は中間純損失
(△)(百万円) 

△98 309 531

普通株式に係る中間（当期）純利益
又は中間純損失(△)(百万円) 

△98 309 531

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(株) 22,286,641 22,285,108 22,286,410

 
 
 
（開示の省略） 

リース取引及びデリバティブ取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大き

くないと考えられるため開示を省略しております。 
 
 
 

（ストック・オプション等、企業結合等及び後発事象） 

該当事項はありません。 
 
 



（6443）  平成20年3月期 中間決算短信 

-17- 

５.個別中間財務諸表等 

(１) 中間貸借対照表 

 

 前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

  現金及び預金 2,846 4,705  2,580 

  受取手形 1,337 1,574  1,538 

  売掛金 6,495 5,683  10,423 

  たな卸資産 2,858 2,566  2,068 

  その他 210 185  100 

  貸倒引当金 △20 △13  △22 

 流動資産合計  13,727 75.7 14,701 77.0  16,689 78.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

  建物 973 903  936 

  その他 1,484 1,387  1,428 

  有形固定資産合計 2,458 2,291  2,364 

２ 無形固定資産 32 39  32 

３ 投資その他の資産    

  投資有価証券 1,389 1,411  1,440 

  その他 556 713  661 

  貸倒引当金 △18 △70  △40 

  投資その他の資産 
  合計 1,927 2,053  2,062 

  固定資産合計  4,418 24.3 4,385 23.0  4,459 21.1

  資産合計  18,146 100.0 19,086 100.0  21,148 100.0
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 前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
構成比
(％)

金額(百万円) 
構成比 
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

  支払手形 3,497 3,635  4,652 

  買掛金 2,375 2,371  3,506 

  短期借入金 1,850 2,483  1,583 

  受注工事損失引当金 55 30  45 

  その他 657 581  640 

 流動負債合計  8,436 46.5 9,102 47.7  10,426 49.3

Ⅱ 固定負債    

  長期借入金 1,203 550  1,467 

  繰延税金負債 295 362  340 

  退職給付引当金 2,423 2,385  2,412 

  役員退職慰労引当金 120 －  139 

  その他 3 60  3 

 固定負債合計  4,047 22.3 3,359 17.6  4,362 20.6

  負債合計  12,483 68.8 12,462 65.3  14,789 69.9

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

   資本金  2,334 12.8 2,334 12.2  2,334 11.0

 資本剰余金    

    資本準備金 1,470 1,470  1,470 

資本剰余金合計  1,470 8.1 1,470 7.7  1,470 7.0

 利益剰余金    

  利益準備金 388 388  388 

  その他利益剰余金    

     別途積立金 500 500  500 

     繰越利益剰余金 540 1,396  1,158 

利益剰余金合計  1,429 7.9 2,285 12.0  2,047 9.7

   自己株式  △1 △0.0 △2 △0.0  △1 △0.0

株主資本合計  5,232 28.8 6,088 31.9  5,850 27.7

Ⅱ 評価･換算差額等    
 その他有価証券 
 評価差額金  430 536   509

評価・換算差額等合計  430 2.4 536 2.8  509 2.4

  純資産合計  5,662 31.2 6,624 34.7  6,359 30.1

  負債純資産合計  18,146 100.0 19,086 100.0  21,148 100.0
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(２) 中間損益計算書 

 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 金額(百万円) 
百分比
(％)

金額(百万円) 
百分比 
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

    

Ⅰ 売上高  8,439 100.0 9,341 100.0  22,771 100.0

Ⅱ 売上原価  7,587 89.9 7,981 85.5  19,791 86.9

売上総利益  852 10.1 1,359 14.5  2,979 13.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,525 18.1 1,510 16.1  2,972 13.1

営業利益又は営業損失（△）  △672 △8.0 △151 △1.6  7 0.0

Ⅳ 営業外収益  110 1.3 51 0.5  153 0.7

Ⅴ 営業外費用  54 0.6 34 0.3  80 0.4

経常利益又は経常損失（△）  △616 △7.3 △134 △1.4  80 0.3

Ⅵ 特別利益  549 6.5 475 5.0  549 2.4

税引前中間(当期)純利益又
は税引前中間純損失（△）  △66 △0.8 340 3.6  629 2.7

 法人税、住民税及び事業税  13 13   92

中間(当期)純利益 
又は中間純損失（△）  △79 △0.9 327 3.5  537 2.4

    

 

 
(３) 中間株主資本等変動計算書 

  前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）           （単位：百万円） 

株主資本 
評価・換

算差額等

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他の利益剰余金

項  目 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

純資産

合計 

平成18年3月31日残高 2,334 1,470 388 1,500 △334 △1 5,357 520 5,877

中間会計期間中の 

変動額 
   

剰余金の配当   △44 △44 △44

中間純損失   △79 △79 △79

別途積立金の取崩   △1,000 1,000 － －

株主資本以外の項目 

の中間会計期間中の 

変動額(純額) 

   △90 △90

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － △1,000 875 － △124 △90 △215

平成18年9月30日残高 2,334 1,470 388 500 540 △1 5,232 430 5,662
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  当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日）           （単位：百万円） 

株主資本 
評価・換

算差額等

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他の利益剰余金

項  目 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

純資産

合計 

平成19年3月31日残高 2,334 1,470 388 500 1,158 △1 5,850 509 6,359

中間会計期間中の 

変動額 
   

剰余金の配当   △89 △89 △89

中間純利益   327 327 327

自己株式の取得   △0 △0 △0

株主資本以外の項目 

の中間会計期間中の 

変動額(純額) 

   26 26

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － － － 238 △0 238 26 264

平成19年9月30日残高 2,334 1,470 388 500 1,396 △2 6,088 536 6,624

 

  前事業年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）             （単位：百万円） 

株主資本 
評価・換

算差額等

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他の利益剰余金

項  目 

資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

自己株式
株主資本

合計 

その他有

価証券評

価差額金

純資産

合計 

平成18年3月31日残高 2,334 1,470 388 1,500 △334 △1 5,357 520 5,877

事業年度中の変動額    

剰余金の配当   △44 △44 △44

当期純利益   537 537 537

自己株式の取得   △0 △0 △0

別途積立金の取崩   △1,000 1,000 － －

株主資本以外の項目 

の事業年度中の 

変動額(純額) 

   △11 △11

事業年度中の 

変動額合計 
－ － － △1,000 1,493 △0 493 △11 481

平成19年3月31日残高 2,334 1,470 388 500 1,158 △1 5,850 509 6,359

 



（6443）  平成20年3月期 中間決算短信 

-21- 

 

（４）中間個別財務諸表に関する注記事項 

 (中間貸借対照表関係)    

 １．有形固定資産の減価償却累計額 

           （前中間会計期間） （当中間会計期間）  （前事業年度） 
             5,608 百万円    5,742 百万円    5,680 百万円 

２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産 

 有形固定資産 1,157 百万円 

 担保付債務 

 長期借入金 450 百万円 

 短期借入金 2,133  

 計 2,583  

３．中間会計期間末日満期手形の処理 

中間会計期間末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間会計期間末日満期手形が中間

会計期間末残高から除かれております。 

 受取手形 100 百万円 

 支払手形 888 百万円 

４．消費税等 
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

 
 (中間損益計算書関係) 
１．営業外収益のうち 

 受取利息 5 百万円 

 受取配当金 23  

２．営業外費用のうち 

 支払利息 22 百万円 

３．特別利益のうち 
 投資有価証券売却益 475 百万円 

４．固定資産の減価償却実施額 
 有形固定資産 100 百万円 

 無形固定資産 4  

 

 (中間株主資本等変動計算書関係) 

   自己株式に関する事項                               （単位：株） 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式 10,313 1,371 － 11,684

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1,371 株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 
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