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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） 

 

(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 75,870 ― 14,779 ― 14,613 ― 8,986 ―

20年3月期第1四半期 83,440 21.2 17,423 45.1 18,323 49.1 11,123 52.2

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 26.68 26.65
20年3月期第1四半期 33.00 32.97

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 515,486 337,291 61.6 942.22
20年3月期 557,389 337,513 57.0 942.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  317,340百万円 20年3月期  317,594百万円

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 11.00 ― 11.00 22.00

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  

為替や原燃料価格等、業績予想に必要となる諸前提を精査中であり、現時点では、平成20年４月30日に発表した上記の業績予想を修正せず、据え置いております。  

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 156,000 ― 30,000 ― 27,500 ― 15,500 ― 46.02
通期 315,000 △13.7 58,000 △16.4 58,000 △16.3 34,000 △26.0 100.95

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、２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、２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、その他特記事項 
１．為替や原燃料価格等、業績予想に必要となる諸前提について精査中であり、現時点では通期業績予想等につきまして、平成20年４月30日に発表した業績予想を修
正せず、据え置いております。 なお、上記の予想は、発表日（平成20年４月30日）現在において入手していた情報及び合理的であると判断した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。  
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  337,560,196株 20年3月期  337,560,196株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  758,997株 20年3月期  748,140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  336,806,593株 20年3月期第1四半期  337,072,592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

  当社の連結子会社でありました株式会社NGK水環境システムズが連結除外となったこと（詳細は６．その他の情報 

をご覧ください）に加えて、エレクトロニクス事業の半導体製造装置用セラミックス部品が低調であったことから、

当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期比９％減の758億70百万円となりました。利益面では、売上高の減少

に伴い、営業利益は前年同期比15％減の147億79百万円、経常利益は同20％減の146億13百万円、四半期純利益は同

19％減の89億86百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

  総資産合計は5,154億86百万円となり前連結会計年度末に比べ419億３百万円減少いたしました。これは連結子会社

でありました株式会社NGK水環境システムズが連結除外となったこと（詳細は６．その他の情報 をご覧ください）の

他、法人税等の支払などにより、現金及び預金や有価証券が減少したことによるものであります。負債合計は1,781億

95百万円となり、前連結会計年度末に比べ416億80百万円減少いたしました。これは上記同様、株式会社NGK水環境シ

ステムズの連結除外、法人税等の支払による未払法人税等の減少、普通社債の償還などによるものであります。また

純資産合計は、四半期純利益などにより利益剰余金が増加した一方で、在外連結子会社の換算レートの変動により評

価・換算差額等が減少したことから、前連結会計年度末並みの3,372億91百万円となりました。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　為替や原燃料価格等、業績予想に必要となる諸前提について精査中であり、現時点では通期業績等につきまして、

平成20年４月30日に発表した業績予想を修正せず、据え置いております。

　なお、業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定です。

 

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　棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げに関しては、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　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、主として加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、

かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測などを利用する方法によっております。

（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

（会計基準等の改正に伴う変更） 

①　四半期財務諸表に関する会計基準の適用

 　 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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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の適用 

  当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ170百万円減少してお

ります。

③　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

  当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、

営業利益は106百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ143百万円減少しております。
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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 57,749 63,854

受取手形及び売掛金 64,214 81,955

有価証券 48,498 68,916

製品 29,109 27,841

未成工事支出金 2,939 3,748

半製品 9,734 9,140

原材料 13,628 15,007

仕掛品 7,131 9,263

貯蔵品 13,156 12,235

その他 14,871 21,197

貸倒引当金 △143 △189

流動資産合計 260,888 312,972

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 50,217 51,884

機械装置及び運搬具 70,405 75,393

その他 32,356 29,973

有形固定資産合計 152,979 157,251

無形固定資産 2,086 3,115

投資その他の資産   

投資有価証券 64,049 50,390

その他 35,828 34,014

貸倒引当金 △346 △354

投資その他の資産合計 99,531 84,051

固定資産合計 254,597 244,417

資産合計 515,486 557,389

2008/07/25 19:56:32
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（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 25,800 37,709

短期借入金 3,677 3,508

1年内償還予定の社債 － 10,000

1年内返済予定の長期借入金 13,087 13,327

未払法人税等 2,607 15,743

引当金 1,973 2,999

その他 27,700 30,303

流動負債合計 74,845 113,592

固定負債   

長期借入金 58,103 61,026

退職給付引当金 16,563 18,937

その他の引当金 487 671

その他 28,195 25,647

固定負債合計 103,350 106,283

負債合計 178,195 219,875

純資産の部   

株主資本   

資本金 69,849 69,849

資本剰余金 85,140 85,135

利益剰余金 157,789 150,400

自己株式 △624 △598

株主資本合計 312,154 304,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,350 12,535

繰延ヘッジ損益 △275 △4

為替換算調整勘定 △8,888 277

評価・換算差額等合計 5,186 12,807

新株予約権 458 458

少数株主持分 19,491 19,460

純資産合計 337,291 337,513

負債純資産合計 515,486 557,389

2008/07/25 19:56:32
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（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 75,870

売上原価 48,380

売上総利益 27,490

販売費及び一般管理費 12,710

営業利益 14,779

営業外収益  

受取利息 853

受取配当金 351

為替差益 635

その他 576

営業外収益合計 2,417

営業外費用  

支払利息 569

デリバティブ評価損 717

持分法による投資損失 753

その他 542

営業外費用合計 2,583

経常利益 14,613

特別利益  

固定資産売却益 10

特別利益合計 10

特別損失  

固定資産処分損 72

特別損失合計 72

税金等調整前四半期純利益 14,551

法人税、住民税及び事業税 2,769

法人税等調整額 2,569

法人税等合計 5,338

少数株主利益 226

四半期純利益 8,986

2008/07/25 19:56:32
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　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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）

電力関連
事業

（百万円）

セラミックス事
業

（百万円）

エレクトロニク
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 16,341 41,838 17,689 75,870 － 75,870

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
10 6 － 16 (16) －

計 16,351 41,845 17,689 75,886 (16) 75,870

　　　　　営業利益 1,472 11,073 2,229 14,775 3 14,779

（注）１．事業区分の方法

当社の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．各事業区分の主要製品 

事業区分 主要製品

電力関連事業
がいし・架線金具、送電・変電・配電用機器、がいし洗浄装置・防災装置、電力貯

蔵用NAS電池（ナトリウム／硫黄電池）

セラミックス事業
自動車用セラミックス製品、化学工業用耐食機器、液・ガス用膜分離装置、燃焼装

置・耐火物、放射性廃棄物処理装置

エレクトロニクス事業
ベリリウム銅圧延製品・加工製品、金型製品、電子工業用・半導体製造装置用セラ

ミックス製品

（注）従来、区分掲記していた「エンジニアリング事業」は、その事業の相当部分を占めていた連結子会社の㈱NGK水環境シス

テムズが、富士電機ホールディング㈱の連結子会社であった富士電機水環境システムズ㈱と合併したことに伴い、連結除

外となったため（詳細は６．その他の情報 をご覧ください）、当第１四半期連結会計期間より同セグメントの区分はなく

なりました。これに伴い、従来「エンジニアリング事業」に含まれていた放射性廃棄物処理装置など一部の製品は、当第

１四半期連結会計期間より「セラミックス事業」に含まれております。この結果、従来の方法と比較して、「セラミック

ス事業」の売上高は656百万円、営業利益は56百万円、それぞれ増加しております。

 

（５）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。
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「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

　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

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 83,440

Ⅱ　売上原価 53,276

売上総利益 30,164

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,740

営業利益 17,423

Ⅳ　営業外収益 2,448

Ⅴ　営業外費用 1,548

経常利益 18,323

Ⅵ　特別利益 470

Ⅶ　特別損失 44

税金等調整前四半期純利益 18,748

法人税等 7,291

  少数株主利益 333

四半期純利益 11,123

－ 2 －



（２）セグメント情報

　　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（平成19年４月１日～平成19年６月30日）

 
電力関連事業
（百万円）

セラミックス
事業
（百万円）

エレクトロ
ニクス事業
（百万円）

エンジニア
リング事業
（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
17,675 42,777 20,279 2,707 83,440 － 83,440

(2) セグメント間の内部売

上高又は振替高
435 105 396 － 936 (936) －

計 18,110 42,883 20,675 2,707 84,377 (936) 83,440

営業費用 16,015 31,161 16,436 3,349 66,963 (946) 66,016

営業利益

(又は営業損失）
2,095 11,721 4,239 (641) 17,414 9 17,423

（注）１．事業区分の方法は、内部管理上採用している区分によっております。　

　　　２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

電力関連事業
がいし・架線金具、送電・変電・配電用機器、がいし洗浄装置・防災装置、電力貯

蔵用NAS電池（ナトリウム／硫黄電池）

セラミックス事業
自動車用セラミックス製品、化学工業用耐食機器、液・ガス用膜分離装置、燃焼装

置・耐火物

エレクトロニクス事業
ベリリウム銅圧延製品・加工製品、金型製品、電子工業用・半導体製造装置用セラ

ミックス製品

エンジニアリング事業 上水・下水処理装置、汚泥脱水・焼却装置、ごみ処理装置、放射性廃棄物処理装置
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６．その他の情報

　（企業結合等関係）

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

 

　　共同支配企業の形成

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取

　　引の概要

(1)　結合当事企業の名称及びその事業の内容

　①　結合当事企業の名称　　

　　　株式会社NGK水環境システムズ　　

　②　その事業の内容　

　　　上水・下水処理及びごみ処理等の各種装置類の製造販売、及び各種プラントの設計・施工・請負

(2)　 企業結合の法的形式

　　　共同支配企業の形成

(3)　結合後企業の名称

　　 メタウォーター株式会社（平成20年４月１日付で株式会社NGK水環境システムズより商号変更）

(4)　取引の目的を含む取引の概要

　当社の連結子会社であった㈱NGK水環境システムズは、平成19年11月26日開催の当社取締役会決議を経て、富士

電機ホールディングス㈱の連結子会社であった富士電機水環境システムズ㈱との間で合併契約を締結致しました。

この合併契約に基づき、合併手続上、㈱NGK水環境システムズを吸収合併存続会社とし、富士電機水環境システム

ズ㈱を吸収合併消滅会社として、平成20年４月１日に合併致しました。　

　本合併により発足した新会社、メタウォーター㈱は、安定的かつ安全な水環境の保全と、それに関わる資源・エ

ネルギー問題の解決に向けて、最適ソリューションを追求する「水環境分野のリーディングカンパニー」を目指し

ます。具体的には、国内の上下水分野で、電気設備に特長を持つ富士電機水環境システムズ㈱と機械設備に特長を

持つ㈱NGK水環境システムズの合併により、合併新会社が『機電統合会社』として、事業規模を拡大し、新製品や

新技術の開発を強化するとともに、シナジー効果で水処理施設の省エネルギー化や省力化などを実現する次世代技

術の開発を目的としております。また、世界的な水不足を背景に、ニーズが高まっている再生水分野、海水淡水化

など、民需及び海外へも事業拡大してまいります。　

２．　実施した会計処理の概要

  本合併は、独立した企業による統合であり、支払われた対価は議決権のある普通株式で、当社及び富士電機シス

テムズ㈱はメタウォーター㈱の発行済株式総数のそれぞれ50％を保有しております。また、当社、富士電機システ

ムズ㈱及びその親会社である富士電機ホールディングス㈱は、メタウォーター㈱を共同支配する基本協定書を締結

しており、その他支配関係を示す一定の事実も存在しておりません。以上から、本合併は「企業結合に係る会計基

準」における共同支配企業の形成と判断し、持分プーリング法に準じた会計処理を行いました。なお、当社はメタ

ウォーター㈱を持分法適用関連会社としております。　
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