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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 13,482 ― 669 ― 671 ― 351 ―

20年3月期第1四半期 16,112 16.4 962 △18.6 1,272 9.1 764 4.1

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 5.68 ―

20年3月期第1四半期 12.72 ―

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 64,649 39,136 59.6 622.74
20年3月期 63,838 39,515 60.8 627.45

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  38,499百万円 20年3月期  38,791百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 6.00 11.00

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 34,000 ― 2,550 ― 2,550 ― 1,500 ― 24.26
通期 70,000 3.9 5,050 16.1 5,050 36.1 2,900 23.8 46.91

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 
 
（1）今後の業績予想につきましては，平成20年４月25日発表の数値を修正していません。 
（2）業績予想につきましては，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と異なる場合が
あります。 
（3）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）および「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）を適用しています。また，「四半期連結財務諸表規則」にしたがい四半期連結財務諸表を作成しています。   

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  64,860,935株 20年3月期  64,860,935株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,038,700株 20年3月期  3,037,090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  61,822,839株 20年3月期第1四半期  60,113,733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１四半期における日本経済は，前期からの原油価格や素材価格の高騰にともなうコスト増により企業

収益が減少し，個人消費も振るわず低調なまま推移しました。また，企業収益の悪化を背景に設備投資も減
速しており，依然として景気の動向は不透明なままです。
　このような情勢のもと，当社グループは，第５次中期経営計画に基づき，すべての事業部門の製品や業務
品質を業界トップレベルに引き上げるための諸施策に取り組みました。
　その結果，当第１四半期の連結売上高は 13,482百万円（前年同期比 16.3%減）となり，連結営業利益は
 669百万円（同 30.4%減），連結経常利益は 671百万円（同 47.2%減），四半期純利益は 351百万円（同
 54.1%減）となりました。
　

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期の財政状態は次のとおりです。総資産が前連結会計年度末に比べ811百万円増加しました。増

減の主なものは，流動資産では，現金及び預金が406百万円，棚卸資産が1,109百万円増加し，受取手形及び
売掛金が1,386百万円，繰延税金資産が150百万円減少しています。また，固定資産では，有形固定資産が
1,080百万円増加，投資その他の資産が182百万円減少しています。負債は1,190百万円増加しています。主な
ものは，流動負債では短期借入金250百万円，確定分の納付による未払法人税等の133百万円の減少，固定負
債では長期借入金2,294百万円の増加です。
　

（キャッシュ・フローの状況）
当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は，6,900百万円となり，前連結会計

年度末より84百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期の営業活動による資金の増加は，784百万円となりました。これは主に，税金等調整前当期純

利益695百万円，減価償却費562百万円，売上債権の回収806百万円，棚卸資産の増加1,501百万円等によるも
のです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期の投資活動による資金の減少は，2,006百万円となりました。これは主に，生産設備等の有形

固定資産の取得による支出1,916百万円，投資有価証券の取得による支出18百万円，投資有価証券の売却によ
る収入130百万円等によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当第１四半期の財務活動による資金の増加は，1,724百万円となりました。これは主に，長期借入金による

収入2,500百万円，短期借入金の返済に伴う支出337百万円，配当金の支払309百万円等によるものです。
　

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後の業績予想につきましては，平成20年４月25日発表の数値を修正していません。

　なお，業績予想につきましては，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。
　

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 貸倒引当金の計上方法

　貸倒引当金は平成20年３月期の貸倒実績率で計算しています。

② 固定資産の減価償却費の算定方法
　固定資産の年度中の取得，売却または除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間
按分する方法によっています。
　なお，定率法を採用している資産については，連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算
定する方法によっています。
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(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 「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号）

および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業
会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しています。また，「四半期連結財務諸
表規則」にしたがい四半期連結財務諸表を作成しています。
　

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 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，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）に変更しています。
　なお，この変更による損益への影響はありません。
　

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」（企業会計基準委員会 平成
18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し，連結決算上必要な修正
を行っています。
　なお，この変更による損益への影響は軽微です。
　

④ リース取引に関する会計基準の適用（借主側）
　所有権移転外ファイナンス・リース取引については，従来，賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっていましたが，「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会
計審議会第一部会），平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会），平成19年3月30日改
正））が平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することが出来る
ことになったことに伴い，当第1四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し，リース取引開始
日が会計基準適用初年度開始後のリース取引で，これらの会計基準等に基づき所有権移転外ファイナン
ス・リース取引と判定されたものについては，通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によってい
ます。
　また，所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については，リー
ス期間を耐用年数とし，残存価額を零とする定額法を採用しています。
　なお，リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前のリース取引で，これらの会計基準等に基づき
所有権移転外ファイナンス・リース取引と判定されたものについては，引き続き通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理によっています。
　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に与える影響額は軽微です。
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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06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03月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 7,057 6,651

受取手形及び売掛金 16,955 18,342

製品 3,312 2,972

原材料 4,953 4,700

仕掛品 4,525 4,010

貯蔵品 48 48

繰延税金資産 573 723

その他 1,621 1,703

貸倒引当金 △119 △130

流動資産合計 38,929 39,022

固定資産

有形固定資産 19,575 18,495

建物及び構築物 6,167 6,431

機械装置及び運搬具 4,252 4,414

土地 6,224 6,237

その他 2,931 1,411

無形固定資産 478 473

投資その他の資産 5,664 5,847

投資有価証券 3,454 3,448

その他 2,216 2,400

貸倒引当金 △6 △1

固定資産合計 25,719 24,815

資産合計 64,649 63,838
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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06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03月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,726 10,503

短期借入金 7,675 7,925

未払法人税等 270 403

役員賞与引当金 15 46

その他 2,963 3,870

流動負債合計 21,650 22,749

固定負債

長期借入金 3,069 775

退職給付引当金 71 71

再評価に係る繰延税金負債 714 714

その他 7 11

固定負債合計 3,862 1,572

負債合計 25,512 24,322

純資産の部

株主資本

資本金 9,926 9,926

資本剰余金 11,460 11,460

利益剰余金 16,899 16,856

自己株式 △907 △906

株主資本合計 37,379 37,337

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 287 85

土地再評価差額金 1,062 1,062

為替換算調整勘定 △229 305

評価・換算差額等合計 1,119 1,454

少数株主持分 637 724

純資産合計 39,136 39,515

負債純資産合計 64,649 63,838
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年04月01日

 至 平成20年06月30日)

売上高 13,482

売上原価 10,745

売上総利益 2,736

販売費及び一般管理費 2,067

営業利益 669 

営業外収益 104

受取利息 17

その他 87

営業外費用 102

支払利息 33

為替差損 51

その他 17

経常利益 671

特別利益 2

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 0

その他 1

特別損失 15

固定資産除売却損 1

投資有価証券売却損 13

税金等調整前四半期純利益 659

法人税、住民税及び事業税 154

法人税等調整額 150

少数株主利益 2

四半期純利益 351
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(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04月01日

 至 平成20年06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 659

減価償却費 562

売上債権の増減額（△は増加） 806

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,501

仕入債務の増減額（△は減少） 926

その他 △432

小計 1,021

法人税等の支払額 △279

その他の収入 42

営業活動によるキャッシュ・フロー 784

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 △1,916

その他 △90

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,006

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） △337

長期借入れによる収入 2,500

長期借入金の返済による支出 △118

配当金の支払額 △309

その他 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 △417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 84

現金及び現金同等物の期首残高 6,816

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,900
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注記事項

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)およ
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
用しています。また，「四半期連結財務諸表規則」にしたがい四半期連結財務諸表を作成しています。

　
(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]

全セグメントの売上高の合計，営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める「産業用
電気機器の製造及び販売事業」の割合がいずれも90％を超えているため，事業の種類別セグメント情報
の記載は省略しています。

[所在地別セグメント情報]

当第１四半期（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日）

日本
(百万円)

北米地域
(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

9,723 1,704 2,053 13,482 ─ 13,482

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,650 5 2,784 5,440 (5,440) ─

計 12,374 1,710 4,838 18,922 (5,440) 13,482

営業利益 779 16 254 1,049 (380) 669

（注）1．国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。

2．本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　（1）北 米 地 域・・・・・アメリカ

　（2）その他の地域・・・・・フランス，ドイツ，フィリピン，中国，シンガポール，韓国

　
[海外売上高]

当第１四半期（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 東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 927 920 2,668 47 4,564

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ ─ ─ 13,482

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

6.9 6.8 19.8 0.4 33.9

（注）1．国又は地域の区分は，地理的近接度によっています。

2．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

　（1）北 米・・・・・アメリカ，カナダ

　（2）ヨーロッパ・・・・・フランス，ドイツ，イタリア，スウェーデン他

　（3）東南アジア・・・・・韓国，中国，台湾，香港，マレーシア，シンガポール他

　（4）そ の 他・・・・・アフリカ，インド他

　
(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」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書

　   （単位：百万円）

科  目
前年同四半期

自平成19年４月１日

至平成19年６月30日

金  額

Ⅰ 売上高 16,112

Ⅱ 売上原価 13,171

売上総利益 2,940

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,978

営業利益 962

Ⅳ 営業外収益 354

   1.受取利息 17

   2.為替差益 258

   3.その他の収益 78

Ⅴ 営業外費用 44

   1.支払利息 37

   2.その他の費用 6

経常利益 1,272

Ⅵ  特別利益 1

   1.投資有価証券売却益 1

Ⅶ 特別損失 0

   1.固定資産除売却損 0

   2.その他 0

税金等調整前四半期純利益 1,272

法人税，住民税及び事業税 160

法人税等調整額 308

少数株主利益 37

四半期純利益 764
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(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：百万円）

区  分 前年同四半期

平成19年６月30日現在

金  額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前当期純利益 1,272

　減価償却費 566

　売上債権の増減額(△増加額) 127

　棚卸資産の増減額(△増加額) 154

　仕入債務の増減額(△減少額) △882

　その他 △1,250

小  計 △12

　法人税等の支払額 △1,050

　その他 15

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,046

Ⅱ 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 △2,433

　その他 △80

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,513

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金純増減額 4,025

　長期借入金による収入 ―

　長期借入金の返済による支出 △146

　配当金の支払額 △361

　その他 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,464

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 9

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額) △86

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,064

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 4,978
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6. その他の情報

(1) 生産，受注および販売の状況

1．生産の状況

事業部別 生産実績

（単位：百万円）

事 業 部 門
前連結第１四半期会計期間

自平成19年４月１日
至平成19年６月30日

当連結第１四半期会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

クーリングシステム部門 5,028 4,394

パ ワ ー シ ス テ ム 部 門 1,707 1,578

サ ー ボ シ ス テ ム 部 門 9,419 7,916

合 計 16,156 13,888

　

2．受注の状況

事業部別 受注高

（単位：百万円）

事 業 部 門
前連結第１四半期会計期間

自平成19年４月１日
至平成19年６月30日

当連結第１四半期会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

クーリングシステム部門 5,314 4,386

パ ワ ー シ ス テ ム 部 門 1,944 1,825

サ ー ボ シ ス テ ム 部 門 9,522 8,079

合 計 16,782 14,291

　

3．販売の状況

事業部別 売上高

（単位：百万円）

事 業 部 門
前連結第１四半期会計期間 

自平成19年４月１日
至平成19年６月30日

当連結第１四半期会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年６月30日

クーリングシステム部門 5,296 4,394

パ ワ ー シ ス テ ム 部 門 1,574 1,304

サ ー ボ シ ス テ ム 部 門 9,241 7,783

合 計 16,112 13,482
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