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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

※ 当期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき財務情報を作成しているため、当期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 ％

21年3月期第1四半期 14,951 ― 1,356 ― 1,820 ― 1,066 ―

20年3月期第1四半期 15,595 5.5 1,630 2.3 2,158 21.9 1,316 29.7

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

21年3月期第1四半期 27.90 27.83
20年3月期第1四半期 34.60 34.36

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月期第1四半期 91,281 76,630 83.9 2,003.17
20年3月期 92,981 76,610 82.4 2,003.87

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  76,610百万円 20年3月期  76,586百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年3月期 ― 24.00 ― 25.00 49.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 24.00 ― 26.00 50.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 38,000 ― 4,500 ― 4,900 ― 2,800 ― 73.50
通期 76,000 5.5 9,000 △10.8 9,800 △8.5 5,600 △11.2 146.99

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特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

(注) 詳細は、3ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください。  

(3) 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（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もの） 

(注) 詳細は、3ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
  １．平成20年5月1日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、
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。なお、上記予想に関する事項は、2ページ定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関す
る定性的情報をご覧ください。 
  ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針
第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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月期第1四半期  41,763,704株 20年3月期  41,763,704株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,518,950株 20年3月期  3,544,347株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  38,233,251株 20年3月期第1四半期  38,050,220株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期(平成20年4月1日～6月30日)のわが国経済は、エネルギーや原材料価格高騰の影響を受け、企業収益が

減少したことにより、設備投資や個人消費が鈍化するなど、景気はさらに減速感が増してまいりました。

　このような状況の中で当社グループは、エネルギーコストの低減や地球温室効果ガスの排出抑制、水処理システム

の提案などお客様の課題を解決する積極的な事業活動を展開し、業績の向上に努めてまいりました。メンテナンスで

は、お客様との信頼関係の一層の強化を目指して、引き続き「ベストパートナー戦略」を推進し、メンテナンス契約

の受注拡大に努めてまいりました。また、海外においては、グローバルな事業展開を強化するため、米国及びシンガ

ポールでの新会社設立に伴う製造・販売体制の再構築やグローバルオンラインメンテナンスシステムの開発を実施し

てまいりました。　

　当第1四半期の連結業績につきましては、引き続きメンテナンスが堅調に推移しましたが、主力の小型ボイラーが

減少したことにより、売上高は149億5千1百万円と前年同期(155億9千5百万円)と比べ4.1％減となりました。

　利益面につきましては、小型ボイラーの減収の影響を受けましたが、販売費及び一般管理費は前年同期並みに止ま

りましたので、営業利益は13億5千6百万円と前年同期(16億3千万円)と比べ16.8%減、経常利益は信託運用益の減少に

伴い18億2千万円と前年同期(21億5千8百万円)と比べ15.7%減となり、四半期純利益は10億6千6百万円と前年同期(13

億1千6百万円)と比べ19.0%減となりました。

　事業別売上高の状況は、次のとおりであります。

[ボイラー等販売事業]

　小型貫流ボイラー及び関連機器は、国内では、天然ガスの供給不足の影響を受け、主力のガス焚きボイラーが減少

し、また、設備投資が鈍化したことにより、食品、化学、電気・機械業界向けなど全般的に低調に推移しましたので、

減収となりました。韓国においては、景気低迷の影響を受けて、設備投資が伸び悩んだことにより、減収となりまし

た。水管ボイラーは、コージェネ用排熱回収ボイラーがエネルギー価格高騰などの影響を受け、減少しましたが、舶

用補助ボイラーが旺盛な新造船需要を背景に大幅に売上を伸ばしましたので、増収となりました。冷熱機器は、医療

用滅菌器が回復しましたが、食品機械が減少しましたので、減収となりました。水処理装置及びボイラー用薬品は、

水処理装置がほぼ横ばいとなり、ボイラー用薬品も前年同期並みとなりました。この結果、売上高は90億円と前年同

期(99億7百万円)と比べ9.2%減となりました。

[メンテナンス事業]

　メンテナンスは、引き続き「ベストパートナー戦略」を推進し、お客様へのサービス強化などに取り組み、メンテ

ナンス契約の受注確保に努めたことにより、有償メンテナンスや部品売上が堅調に推移しました。また、水管ボイ

ラーや冷熱機器のメンテナンス売上も順調に推移しましたので、売上高は59億5千1百万円と前年同期(56億8千8百万

円)と比べ4.6%増となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期末における財政状態につきましては、総資産は、前期末に比べ17億円減少し、912億8千1百万円となり

ました。これは主に現金及び預金が減少したことによるものであります。負債は、賞与引当金が減少したことにより、

前期末に比べ17億2千万円減少し、146億5千万円となりました。純資産は、前期末に比べ1千9百万円増加し、766億3

千万円となりました。この結果、自己資本比率は83.9%となりました。

　当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末と比べ17億6千7百万円減少し、182億8百万円となり

ました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、3億9百万円の収入(前年同期比11億8千万円の収入増)となりました。これ

は税金等調整前四半期純利益18億7千1百万円及び売上債権の減少19億5千8百万円などの収入があった一方、賞与10億

6千7百万円や法人税等16億4千1百万円の支払を行い、結果として資金が増加したことによるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、11億2千6百万円の支出(前年同期比38億6千3百万円の支出増)となりました。

これは主に有形固定資産の取得及び関係会社への出資によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、9億1千9百万円の支出(前年同期比9千6百万円の支出減)となりました。こ

れは主に配当金の支払によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年5月1日に公表した第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては変更しておりません。

－ 1 －



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特定子会社の異動)

該当事項はありません。

（2）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

① 簡便な会計処理

棚卸資産の簿価切下げに関しましては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

税金費用につきましては、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実効税率を乗じて計算しております。

なお、子会社は法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。

 

（3）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

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号)を当第1四半期連結会計期間から適用し、棚卸資産

の評価基準について、収益性が低下した場合は正味売却価額まで簿価を切下げる方法に変更しております。

当第1四半期連結会計期間におきましては、収益性の低下が明らかな棚卸資産がなかったため、この変更に伴う

影響はありません。

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,353 11,725

受取手形及び売掛金 18,080 20,164

有価証券 11,899 9,399

金銭の信託 2,703 2,632

商品 81 235

製品 2,848 1,844

半製品 416 360

原材料 2,669 2,608

仕掛品 1,796 1,382

貯蔵品 403 408

繰延税金資産 1,475 1,445

その他 1,444 1,541

貸倒引当金 △96 △128

流動資産合計 51,076 53,620

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,166 12,326

機械装置及び運搬具（純額） 4,754 4,917

土地 9,440 8,939

建設仮勘定 244 448

その他（純額） 1,148 1,197

有形固定資産合計 27,754 27,829

無形固定資産 505 481

投資その他の資産   

投資有価証券 6,698 5,702

その他 5,474 5,568

貸倒引当金 △228 △220

投資その他の資産合計 11,945 11,050

固定資産合計 40,204 39,361

資産合計 91,281 92,981



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,960 2,088

短期借入金 － 50

未払法人税等 758 1,579

前受金 4,853 4,372

製品保証引当金 446 458

賞与引当金 675 1,743

その他 3,926 4,277

流動負債合計 12,621 14,569

固定負債   

長期借入金 50 －

繰延税金負債 1,126 933

退職給付引当金 197 207

役員退職慰労引当金 636 638

その他 19 21

固定負債合計 2,029 1,801

負債合計 14,650 16,371

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,544 9,544

資本剰余金 10,091 10,093

利益剰余金 62,658 62,547

自己株式 △5,349 △5,387

株主資本合計 76,944 76,796

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324 53

為替換算調整勘定 △657 △262

評価・換算差額等合計 △333 △209

少数株主持分 19 24

純資産合計 76,630 76,610

負債純資産合計 91,281 92,981



（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 14,951

売上原価 8,214

売上総利益 6,736

販売費及び一般管理費 5,379

営業利益 1,356

営業外収益  

受取利息 46

金銭の信託運用益 74

受取賃貸料 95

為替差益 70

その他 178

営業外収益合計 466

営業外費用  

支払利息 0

その他 2

営業外費用合計 2

経常利益 1,820

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 40

事業譲渡益 22

特別利益合計 63

特別損失  

固定資産除却損 12

特別損失合計 12

税金等調整前四半期純利益 1,871

法人税、住民税及び事業税 829

法人税等調整額 △24

法人税等合計 805

少数株主利益 △0

四半期純利益 1,066



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30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 1,871

減価償却費 582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,067

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 0

金銭の信託の運用損益(△は運用益) △74

為替差損益（△は益） △10

有形固定資産除売却損益（△は益） 12

売上債権の増減額（△は増加） 1,958

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,518

仕入債務の増減額（△は減少） △13

その他 219

小計 1,840

利息及び配当金の受取額 110

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 309

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △654

定期預金の払戻による収入 537

貸付金の回収による収入 0

投資有価証券の取得による支出 △1

関係会社出資金の払込による支出 △242

有形固定資産の取得による支出 △683

有形固定資産の売却による収入 6

その他 △90

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,126

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） △50

長期借入れによる収入 50

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 36

配当金の支払額 △955

財務活動によるキャッシュ・フロー △919

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,767

現金及び現金同等物の期首残高 19,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,208



  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

(4)  継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間　(自平成20年4月1日　　至平成20年6月30日)

ボイラー等
販売事業
(百万円)

メンテナンス
事業

(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 9,000 5,951 14,951 ― 14,951

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 687 ― 687 (687) ―

　計 9,687 5,951 15,638 (687) 14,951

営業利益 440 1,909 2,349 (992) 1,356

　(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品・商品等

(1)ボイラー等販売事業　小型ボイラー、簡易ボイラー、熱媒ボイラー、温水ボイラー、温水ヒータ、舶用補助

ボイラー、コンポジットボイラー、排熱ボイラー、滅菌器、冷水機、真空冷却機、ろ

過装置、純水装置、軟水器、脱酸素装置、移送ポンプ、ボイラー管理装置、舶用造水

器、蒸気調理機、廃油焼却炉、鉄構物、ボイラー用薬品、自社製品リース等

(2)メンテナンス事業    ＺＭＰ(3年間有償保守管理)契約、有償メンテナンス、技術指導、メンテナンス・リー

ス、ダイオキシン類測定分析等

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間(自平成20年4月1日　至平成20年6月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも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。

【海外売上高】

当第1四半期連結累計期間　(自平成20年4月1日　至平成20年6月30日)

アジア 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,361 299 3 1,664

Ⅱ　連結売上高（百万円）    14,951

Ⅲ　連結売上高に占める海外

売上高の割合（％）
9.1％ 2.0％ 0.0％ 11.1％

　(注)　１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　２ 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・韓国、中国、台湾、インドネシア、タイ

(2) 北米　・・・カナダ、アメリカ

(3) その他・・・ドイツ、オランダ

３ 海外売上高は、当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ります。

(6) 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。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

(1) （要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
(平成20年3月期
　第1四半期)

金額(百万円)

Ⅰ　売上高 15,595

Ⅱ　売上原価 8,567

　売上総利益 7,028

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,398

　営業利益 1,630

Ⅳ　営業外収益  

　受取利息 38

　信託運用益 249

　受取賃貸料 88

　為替差益 66

　その他 87

　営業外収益合計 529

Ⅴ　営業外費用  

　支払利息 0

　その他 1

　営業外費用合計 1

　経常利益 2,158

Ⅵ　特別利益  

　固定資産売却益 141

　特別利益合計 141

Ⅶ　特別損失  

　固定資産売却損　 42

　固定資産除却損 14

　特別損失合計 57

税金等調整前四半期(当期)純
利益

2,242

税金費用 924

少数株主利益 1

四半期(当期)純利益 1,316

－ 1 －



(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
(平成20年3月期
　第1四半期)

区分 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期(当期)純利益 2,242

減価償却費 536

貸倒引当金の増減額 15

賞与引当金の増減額 △1,897

受取利息及び受取配当金 △75

支払利息 0

信託運用損益 △249

為替差損益 △36

有形固定資産除売却損 57

有形固定資産売却益 △141

売上債権の増減額 2,263

たな卸資産の増減額 △1,160

仕入債務の増減額 △387

その他 9

小計 1,174

利息及び配当金の受取額 97

利息の支払額 0

法人税等の支払額 △2,142

営業活動によるキャッシュ・フロー △871

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △304

定期預金の払戻による収入 87

貸付けによる支出 △120

貸付金の回収による収入 35

投資有価証券の取得による支出 △1

投資有価証券の売却・償還による収入 5,002

有形固定資産の取得による支出 △2,221

有形固定資産の売却による収入 246

  その他 13

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,736

Ⅲ　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 △50

自己株式取得による支出 △0

自己株式売却による収入 24

配当金の支払額 △989

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,015

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 1

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 852

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 15,108

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 15,960

－ 2 －



(3) セグメント情報

ａ　事業の種類別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間　(自平成19年4月1日　　至平成19年6月30日)

ボイラー等
販売事業
(百万円)

メンテナンス
事業

(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 9,907 5,688 15,595 ― 15,595

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 718 ― 718 (718) ―

　計 10,626 5,688 16,314 (718) 15,595

営業費用 9,515 4,204 13,719 245 13,965

営業利益 1,110 1,483 2,594 (964) 1,630

　(注)　１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品・商品等

(1)ボイラー等販売事業　小型ボイラー、簡易ボイラー、熱媒ボイラー、温水ボイラー、温水ヒータ、舶用補助

ボイラー、コンポジットボイラー、排熱ボイラー、滅菌器、冷水機、真空冷却機、ろ

過装置、純水装置、軟水器、脱酸素装置、移送ポンプ、ボイラー管理装置、舶用造水

器、蒸気調理機、廃油焼却炉、鉄構物、ボイラー用薬品、自社製品リース等

(2)メンテナンス事業　  ＺＭＰ(3年間有償保守管理)契約、有償メンテナンス、技術指導、メンテナンス・リー

ス、ダイオキシン類測定分析等

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、企業集団の広告に要した費

用及び親会社本社の総務部門・経理部門等に係る費用であります。

　　　　　　　　　　　当四半期　　　　　　　   964百万円

　　　　　　　　　　　前年同四半期　　　　　　 897百万円

　　　　　　　　　　　前連結会計年度　　　　 3,808百万円

ｂ　所在地別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間(自平成19年4月1日　至平成19年6月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも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。

ｃ　海外売上高

前第1四半期連結累計期間　(自平成19年4月1日　至平成19年6月30日)

 
アジア
(百万円)

北米
(百万円)

計
(百万円)

Ⅰ　海外売上高 1,452 376 1,829

Ⅱ　連結売上高   15,595

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合(％)
9.3 2.4 11.7

　(注)　１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　２ 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・韓国、中国、台湾、インドネシア、タイ

(2) 北米　・・・カナダ、アメリカ

３ 海外売上高は、当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ります。

 

 

－ 3 －
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