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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 11,537 10.2 △310 ― 23 ― 39 ―

20年3月期第1四半期 10,468 △7.8 △270 ― △108 ― △367 ―

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 0.75 0.57
20年3月期第1四半期 △6.94 ―

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 69,634 28,531 41.0 538.10
20年3月期 72,362 28,779 39.8 542.77

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  28,531百万円 20年3月期  28,779百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.50 ― 3.50 7.00

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 25,000 6.5 500 156.1 400 ― 250 ― 4.71
通期 55,000 10.2 1,900 45.9 1,550 497.2 1,000 ― 18.86

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「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 「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） 

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれております。 
実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる結果になる可能性があります。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  53,167,798株 20年3月期  53,167,798株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  144,884株 20年3月期  143,701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  53,023,251株 20年3月期第1四半期  53,026,681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1四半期におけるわが国経済は、昨年度から続く米国の金融不安と原油をはじめとする原材料高が企業収益を

圧迫し始め、景気の減速懸念が強まってまいりました。こうした状況の中、当社グループの当第1四半期の売上高は、

熱交換器及びプラズマプロセス装置を主体に、前年同期比10.2%増加し、11,537百万円となりました。営業利益につき

ましては、為替水準が円高で推移し、又、原材料価格上昇等がありましたものの、拡販とコスト合理化により、前年

同期に比べ、39百万円の後退にとどまる310百万円の損失となりました。一方、営業外損益におきまして、持分法投資

利益及び為替換算差益が増加しましたこと等により、経常利益は、前年同期に比べ132百万円好転の23百万円、第１四

半期純利益は、前年同期に比べ407百万円好転の39百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期末の総資産は、前期末と比べて2,727万円減少し、69,634百万円となりました。また負債合計は、前期

末に比べ2,480百万円減少し、41,102百万円となりました。なお、純資産は28,531百万円となり、自己資本比率は前期

末に比べ1.2ポイント増加し、41.0％となっております。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期の売上高は、第2四半期連結累計期間の予想に対して46％、通期予想に対して21％と、概ね予定通りの

進捗であり、受注残及び受注見通しも堅調であることから、売上高、損益ともに、前回予想と同額を見込んでおりま

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）

当第1四半期において重要な子会社の異動はございません。　

 

（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

　影響額が僅少なものにつき、簡便的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

・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。

・棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

なお、この変更による損益への影響はありません。  

・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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への影響は

軽微であります。 　
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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 3,292 6,890

受取手形及び売掛金 19,775 19,990

製品 1,990 1,525

半製品 2,557 2,267

原材料 6,545 6,240

仕掛品 9,587 9,614

貯蔵品 13 13

その他 3,864 3,808

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 47,624 50,347

固定資産   

有形固定資産 16,782 16,683

無形固定資産   

のれん 346 356

その他 270 247

無形固定資産合計 617 603

投資その他の資産 4,610 4,727

固定資産合計 22,010 22,015

資産合計 69,634 72,362

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,297 9,862

短期借入金 13,251 14,071

1年内返済予定の長期借入金 1,350 827

未払法人税等 47 80

賞与引当金 688 1,305

その他 4,331 6,127

流動負債合計 29,967 32,274

固定負債   

新株予約権付社債 4,995 4,995

長期借入金 5,465 5,697

退職給付引当金 416 435

その他 258 180

固定負債合計 11,135 11,307

負債合計 41,102 43,582



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,311 10,311

資本剰余金 11,332 11,332

利益剰余金 6,038 6,186

自己株式 △65 △65

株主資本合計 27,617 27,766

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 412 345

為替換算調整勘定 502 668

評価・換算差額等合計 914 1,013

純資産合計 28,531 28,779

負債純資産合計 69,634 72,362



（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 11,537

売上原価 9,214

売上総利益 2,322

販売費及び一般管理費 2,633

営業損失（△） △310

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 28

為替差益 324

持分法による投資利益 132

その他 12

営業外収益合計 504

営業外費用  

支払利息 138

その他 32

営業外費用合計 170

経常利益 23

税金等調整前四半期純利益 23

法人税、住民税及び事業税 28

法人税等調整額 △44

法人税等合計 △16

四半期純利益 39



（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 23

減価償却費 519

のれん償却額 9

賞与引当金の増減額（△は減少） △616

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18

受取利息及び受取配当金 △34

支払利息 138

為替差損益（△は益） △8

持分法による投資損益（△は益） △132

売上債権の増減額（△は増加） △702

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,219

仕入債務の増減額（△は減少） 549

その他の資産の増減額（△は増加） 157

その他の負債の増減額（△は減少） △310

小計 △1,645

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △151

法人税等の支払額 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,821

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,603

無形固定資産の取得による支出 △36

投資有価証券の取得による支出 △74

その他 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,701

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） △111

長期借入れによる収入 350

長期借入金の返済による支出 △60

配当金の支払額 △185

財務活動によるキャッシュ・フロー △7

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,598

現金及び現金同等物の期首残高 6,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,273



　（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

ａ．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）

航空宇宙油機事業
（百万円）

熱交換器その他の
産業機器事業
（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
4,275 7,261 11,537 ― 11,537

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高　
― ― ― ― ―

計　 4,275 7,261 11,537 ― 11,537

営業利益又は営業損失

（△）
△578 268 △310 ― △310

ｂ．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）

日本
（百万円）

その他の地域
（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
10,029 1,507 11,537 ― 11,537

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
79 48 127 (127) ―

　計 10,108 1,556 11,664 (127) 11,537

営業損失（△） △277 △32 △310 ― △310

ｃ．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）

 北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 1,361 1,008 3,295 1 5,667

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 11,537

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
11.8 8.7 28.6 0.0 49.1

(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)北  米 ・・・・・・・・ 米国、カナダ

　　　 (2)ヨーロッパ・・・・・・・イギリス、ドイツ、フランス

　　   (3)アジア・・・・・・・・・韓国、台湾、マレーシア

      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。
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（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。

－ 2 －



「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 10,468

Ⅱ　売上原価 8,476

売上総利益 1,991

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,262

営業利益 △270

Ⅳ　営業外収益 280

Ⅴ　営業外費用 118

経常利益 △108

税金等調整前四半期純利益 △108

税金費用 259

四半期純利益 △367

－ 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純利
益

△108

　減価償却費 438

　引当金の増減額（減少：
△）

△657

　営業外損益の調整額 △252

　債権債務の増減額 1,036

　たな卸資産の増減額（増
加：△）

△1,898

　その他 △407

小計 △1,849

　法人税等の支払額 △479

　その他 13

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,314

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

　固定資産の取得による支
出

△747

　その他 16

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△731

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

　借入金・社債の増減額
（減少：△）

△65

　その他 0

　配当金の支払額 △238

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△303

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△3

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額（減少：△）

△3,353

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

6,055

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

2,702

－ 2 －
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