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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 3,167 ― 42 ― 24 ― 6 ―
20年3月期第1四半期 3,337 14.1 48 ― 68 ― 35 ―

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 0.73 ―
20年3月期第1四半期 3.93 ―

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 10,713 5,957 55.6 660.01
20年3月期 10,737 5,992 55.8 663.62

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,957百万円 20年3月期  5,992百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 6,440 △2.0 65 ― 15 △73.7 5 ― 0.55
通期 13,230 1.0 190 ― 100 ― 55 ― 6.09

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、その他特記事項 
   業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要因により予想
   数値と異なる場合があります。詳細は添付資料の２ページをご覧ください。  

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  9,143,200株 20年3月期  9,143,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  95,738株 20年3月期  93,440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  9,028,386株 20年3月期第1四半期  9,080,365株
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【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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の後

退や、株式・為替市場の変動、原油価格の動向等から、景気は一部に弱い動きを見せながら推移してまいりまし

た。

  当社グループにおいて売上高は、欧州や中国などの海外市場でエアコン用モータの販売は堅調に推移しましたが、

平成19年第２四半期連結会計期間以降工作機械用モータやポンプ用モータ、半導体製造装置用ポンプや住設機器用

ポンプなどでは、受注は増加することなく低調に推移しました。

　その一方で購買分野では、原油に加え鉄鉱石や石炭の高騰により、石油製品や鉄鋼材の価格が上昇し、一段と製

造原価を高めてまいりました。

　この様な事業環境の中、原材料のコストアップ分を製品販売価格に転嫁するとともに、諸経費の削減、生産性の

向上を推し進めてまいりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は31億67百万円（前年同期比94.9％）となり、経常利益は24百万

円（同36.1％）、四半期純利益は６百万円（同18.3％）となりました。　　

　品目別の状況は次のとおりであります。

　モータ関連では、欧州向けのエアコン用モータでは受注調整があったものの、他用途のモータについては、堅調

に推移したことにより、売上高は18億79百万円となりました。

　ポンプ関連では、お得意様の在庫調整により給水ポンプや水中ポンプの受注が減少、また半導体製造装置用ポン

プでは引き続き市場は低調に推移したために、売上高は12億88百万円となり非常に厳しい状況となりました。

　所在地別セグメントの業績は次のとおりです。

　①日本

　国内は、前述のとおりポンプの販売が減少した結果、売上高は27億74百万円となりました。利益面では、原材

料価格の高騰や受注の減少要因がありましたが、製品販売価格の値上げ効果や諸経費の削減効果が大きく、44百

万円の営業利益となりました。

　②中国

　中国では、お得意様からの堅調な受注により売上高は３億93百万円となりましたが、利益面では日本と同様に

原材料が高騰、また中国では販売価格への転嫁が遅れていることもあり、３百万円の営業損失となりました。

　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動

によるキャッシュ・フローで７百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローで１億30百万円、財務活動に

よるキャッシュ・フローで73万円それぞれ減少しております。その結果、当第１四半期連結会計期間末の資金残

高は12億74百万円となり、前年同四半期末より２億16百万円増加しております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動の結果得られた資金は７百万円（前年同期は２億76百万円の減少）となりました。これは主に１億

21百万円の減価償却費の計上、72百万円の仕入債務の増加、83百万円の未払費用の増加等の増加要因が、１億

92百万円の売上債権の増加、71百万円の未払金の減少等の減少要因に相殺されたものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は１億30百万円（前年同期は24百万円の使用）となりました。これは主に１億

31百万円の有形固定資産の取得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）

　財務活動の結果使用した資金は73万円（前年同期は71百万円の使用）であります。これは主に72万円の自己

株式の取得によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　　当社グループを取り巻く環境は、原材料が高騰するなかでグローバルな価格競争にさらされ一段と厳しさを増

しております。このような状況下、市場のニーズは環境にやさしいエコロジー商品が注目されており、当社の省

エネルギー、高効率製品で市場の優位性を築き拡販を行うとともに、販売価格の適正化、原価低減、諸経費削減

を行い業績回復を目指します。

　なお、上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報および、将来の業績に影響を与える不確実な要

因にかかわる予想を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性が

あります。
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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

・簡便な会計処理

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．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高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

３．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

　　　法人税等の納付額の算定に関しては、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、前連結会計年度末以降に経営環境等、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想やタック

ス・プランニング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

・会計処理基準に関する事項の変更

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　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」（平成19年内閣府令第64号）に従い四半期連結財務諸表を

作成しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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　平成18年

７月５日）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。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3,738千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

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り扱い」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り扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。なお、これによる損益への影響はありませ

ん。　

　・追加情報

　当社及び国内連結子会社の耐用年数について、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機とし

て見直しを行い、機械装置について４～９年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11,055千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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：千円）

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 1,276,928 1,413,114

受取手形及び売掛金 4,206,177 4,056,939

製品 874,082 959,254

原材料 247,076 197,590

仕掛品 525,237 551,952

貯蔵品 9,125 7,711

前払費用 17,828 5,283

繰延税金資産 8,638 6,114

その他 146,005 143,385

貸倒引当金 △1,635 △1,720

流動資産合計 7,309,464 7,339,624

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,891,932 2,929,156

減価償却累計額 △1,952,375 △1,953,870

建物及び構築物（純額） 939,557 975,285

機械装置及び運搬具 5,285,592 5,249,316

減価償却累計額 △4,374,754 △4,347,102

機械装置及び運搬具（純額） 910,838 902,213

工具、器具及び備品 3,113,554 3,073,343

減価償却累計額 △2,776,777 △2,744,162

工具、器具及び備品（純額） 336,776 329,181

土地 531,953 531,953

建設仮勘定 23,855 26,010

有形固定資産合計 2,742,981 2,764,644

無形固定資産   

のれん 4,135 4,383

その他 89,080 96,869

無形固定資産合計 93,216 101,252

投資その他の資産   

投資有価証券 531,210 493,849

繰延税金資産 11,010 11,143

その他 40,955 40,488

貸倒引当金 △15,250 △13,700

投資その他の資産合計 567,926 531,781

固定資産合計 3,404,124 3,397,678

資産合計 10,713,589 10,737,302
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（単位：千円）

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 2,102,036 2,090,585

短期借入金 284,000 284,009

未払法人税等 10,793 24,011

未払費用 392,817 309,139

その他 264,000 329,581

流動負債合計 3,053,647 3,037,327

固定負債   

繰延税金負債 25,176 12,758

製品補償引当金 29,774 30,036

退職給付引当金 1,566,086 1,582,746

役員退職慰労引当金 40,639 41,448

負ののれん 40,360 40,898

固定負債合計 1,702,036 1,707,888

負債合計 4,755,684 4,745,215

純資産の部   

株主資本   

資本金 871,600 871,600

資本剰余金 1,825,897 1,825,897

利益剰余金 3,200,092 3,193,505

自己株式 △37,998 △37,276

株主資本合計 5,859,591 5,853,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,013 3,844

為替換算調整勘定 76,300 134,516

評価・換算差額等合計 98,314 138,361

純資産合計 5,957,905 5,992,087

負債純資産合計 10,713,589 10,737,302
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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：千円）

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 3,167,595

売上原価 2,711,802

売上総利益 455,792

販売費及び一般管理費  

運搬費 61,282

従業員給料及び手当 135,918

退職給付費用 11,014

役員退職慰労引当金繰入額 1,711

研究開発費 74,044

減価償却費 10,019

のれん償却額 248

その他 118,859

販売費及び一般管理費合計 413,098

営業利益 42,693

営業外収益  

受取利息 4,587

受取配当金 863

仕入割引 2,651

投資有価証券評価益 7,382

負ののれん償却額 538

その他 1,788

営業外収益合計 17,811

営業外費用  

支払利息 496

為替差損 35,082

営業外費用合計 35,578

経常利益 24,926

特別損失  

固定資産除却損 146

貸倒引当金繰入額 1,465

たな卸資産評価損 12,029

特別損失合計 13,640

税金等調整前四半期純利益 11,286

法人税、住民税及び事業税 7,090

法人税等調整額 △2,390

法人税等合計 4,700

四半期純利益 6,586
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 11,286

減価償却費 121,228

のれん償却額 248

負ののれん償却額 △538

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,465

製品補償引当金の増減額（△は減少） △262

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,660

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △808

受取利息及び受取配当金 △5,451

支払利息 496

為替差損益（△は益） 14,272

有形固定資産除却損 146

投資有価証券評価損益（△は益） △7,382

売上債権の増減額（△は増加） △192,498

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,614

仕入債務の増減額（△は減少） 72,949

未払金の増減額（△は減少） △71,159

未払費用の増減額（△は減少） 83,707

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,061

その他 △14,661

小計 25,054

利息及び配当金の受取額 1,412

利息の支払額 △496

法人税等の支払額 △18,029

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,941

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 △131,132

投資有価証券の取得による支出 △1,572

投資有価証券の償還による収入 2,179

敷金及び保証金の差入による支出 △467

投資活動によるキャッシュ・フロー △130,992

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △721

配当金の支払額 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △736

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △136,186

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,274,293
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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）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）

　　当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して同種、同系列の電気機械

器具を専ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

【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

（千円）
中国

（千円）
計

（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,774,042 393,553 3,167,595 － 3,167,595

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
94,221 230,616 324,837 (324,837) －

計 2,868,263 624,169 3,492,433 (324,837) 3,167,595

営業利益又は営業損失（△） 44,801 △3,632 41,168 1,524 42,693

（注）１．国又は地域の区分は、当社及び連結子会社の所在国によっております。

 ２．営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能の営業費用はありません。

　　　　　　　　３．会計処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しており

ます。この変更に伴い、日本で営業利益が3,738千円減少しております。

　　　　　　　　４．追加情報

　【定性的情報・財務諸表等】４．その他（３）に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の耐用

年数について、当第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直しを行い、機械

装置について４～９年に変更しております。これにより、営業利益が、日本で11,055千円減少して

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 欧州 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 459,668 159,830 7,011 626,510

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,167,595

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
14.5 5.0 0.2 19.8

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国及び地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア　………　中国、マレーシア、台湾、韓国

(2）欧州　…………　ベルギー、イタリア

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。

（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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（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～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（千円）

Ⅰ　売上高 3,337,175

Ⅱ　売上原価 2,825,221

売上総利益 511,953

Ⅲ　販売費及び一般管理費 463,526

営業利益 48,427

Ⅳ　営業外収益 21,320

Ⅴ　営業外費用 748

経常利益 68,999

Ⅵ　特別利益 81

Ⅶ　特別損失 3,115

税金等調整前四半期純利益 65,965

税金費用 30,820

少数株主損失 △815

四半期純利益 35,960
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