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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 13,006 ― 263 ― 226 ― 152 ―

20年3月期第1四半期 11,417 9.8 △382 ― △422 ― △349 ―

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 1.89 ―

20年3月期第1四半期 △4.34 ―

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 49,013 13,043 27.3 165.84
20年3月期 64,312 13,202 21.0 167.81

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  13,364百万円 20年3月期  13,523百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 4.00 4.00

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 35,000 ― 400 ― 300 ― △200 ― △2.48

通期 88,000 13.5 2,800 92.2 2,600 103.6 1,100 ― 13.65

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） 

（注） 期末発行済株式数及び期中平均株式数には、無議決権株式15,000,000株を含んでおります。  

※ 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４月25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。  

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  80,600,000株 20年3月期  80,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  12,370株 20年3月期  10,970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  80,588,563株 20年3月期第1四半期  80,545,030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１四半期のわが国経済は、急激なエネルギー・原材料価格の高騰や米国サブプライム問題に端を発した金融不

安の影響などにより、企業収益の低下、設備投資のペースダウンなどの動きがより顕著となっており、景気の先行き

に対する警戒感が強まりました。 

 当社グループを取り巻く市場環境におきましては、官公需分野は、厳しい状況で推移しており、年度始めであるこ

とから発注件数も少ない状況にあります。民需分野は、設備投資の鈍化傾向はありますが、受注は概ね当初の計画通

りで推移しております。 

 このような中で、当第１四半期の連結業績につきましては、売上高は、13,006百万円となり、経常利益は、226百

万円となりました。法人税等調整の結果、四半期純利益は、152百万円となりました。 

 当第１四半期の連結業績につきましては、上記のとおりでありますが、当社グループの当該四半期における業績は

概ね計画通りに推移しております。 

 なお、当社グループの事業形態の特徴として、第１四半期に比べると第2四半期に完成する工事の割合が大きく、

また、年間を通じては第4四半期に完成する工事の割合が大きい傾向にあります。 

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49,013百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,299百万円減少しました。流動資産は

32,599百万円となり、15,178百万円減少しました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少19,001百万円、短期貸付

金の増加2,872百万円などによるものです。固定資産は16,375百万円（115百万円減）、繰延資産は39百万円（5百万

円減）となりました。 

 負債合計は35,970百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,140百万円減少しました。流動負債は31,031百万円と

なり14,825百万円減少しました。主な要因は短期借入金の減少9,025百万円、支払手形及び買掛金の減少5,005百万

円、前受金の増加1,067百万円などによるものです。固定負債は4,939百万円（315百万円減）となりました。 

 純資産合計は13,043百万円となり、前連結会計年度末に比べ158百万円減少しました。主な要因は、当四半期純利

益（152百万円）の計上による増加、配当金（322百万円）の支払いによる減少などによるものです。この結果当第１

四半期末の自己資本比率は、前連結会計年度末の21.0％から27.3％となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年度の連結業績は、当初想定通り、連結売上高88,000百万円、連結営業利益2,800百万円、連結経常利益

2,600百万円、連結当期純利益1,100百万円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） 

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 

 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 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降の経営環境等、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場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法により算定しております。 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。 

（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たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法及び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、主として個別法及び総平均法による原価法（収益の低下

による簿価切下げの方法）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277,430千円減少しておりま

す。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に準じた会計処理によっておりま

したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 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」（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16

号 平成19年３月30日改正）が平成20 年４月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができ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、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

  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おります。 

 この変更が損益へ与える影響はありません。 

  



１【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 576,319 723,469

受取手形及び売掛金 20,658,167 39,659,432

半製品 9,777 11,782

原材料 415,641 377,302

仕掛品 5,066,648 4,100,950

短期貸付金 3,307,036 434,917

繰延税金資産 1,764,261 1,681,522

その他 841,826 867,268

貸倒引当金 △40,462 △78,849

流動資産合計 32,599,216 47,777,796

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,819,706 11,800,241

減価償却累計額 △5,519,527 △5,427,567

建物及び構築物（純額） 6,300,179 6,372,673

機械装置及び運搬具 7,056,708 7,030,098

減価償却累計額 △4,948,542 △4,850,171

機械装置及び運搬具（純額） 2,108,165 2,179,927

土地 3,728,982 3,626,460

建設仮勘定 35,904 14,645

その他 1,512,040 1,487,231

減価償却累計額 △1,208,033 △1,187,563

その他（純額） 304,006 299,667

有形固定資産合計 12,477,237 12,493,373

無形固定資産   

無形固定資産 683,646 701,298

投資その他の資産   

投資有価証券 331,560 354,793

長期貸付金 85,524 87,198

繰延税金資産 1,441,073 1,472,295

その他 1,507,540 1,534,138

貸倒引当金 △151,452 △152,902

投資その他の資産合計 3,214,247 3,295,524

固定資産合計 16,375,131 16,490,196

繰延資産   

開業費 39,216 44,819

繰延資産合計 39,216 44,819

資産合計 49,013,564 64,312,812



（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 23,860,419 28,866,224

短期借入金 635,016 9,660,986

未払法人税等 251,643 927,843

未払費用 980,445 1,334,615

前受金 2,601,914 1,534,213

製品保証引当金 1,686,134 1,718,158

その他 1,015,701 1,814,581

流動負債合計 31,031,276 45,856,623

固定負債   

長期借入金 1,993,730 2,064,984

退職給付引当金 2,147,063 2,180,413

役員退職慰労引当金 213,523 336,710

事業整理損失引当金 584,490 671,952

その他 206 －

固定負債合計 4,939,014 5,254,061

負債合計 35,970,290 51,110,684

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,020,000 6,020,000

資本剰余金 3,326,152 3,326,152

利益剰余金 4,065,044 4,235,104

自己株式 △2,712 △2,409

株主資本合計 13,408,484 13,578,847

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44,217 △48,276

繰延ヘッジ損益 241 △6,644

評価・換算差額等合計 △43,975 △54,921

少数株主持分 △321,235 △321,798

純資産合計 13,043,273 13,202,127

負債純資産合計 49,013,564 64,312,812



（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 13,006,894

売上原価 10,320,777

売上総利益 2,686,117

販売費及び一般管理費 2,422,893

営業利益 263,223

営業外収益  

受取利息 8,019

受取配当金 4,593

分析料収入 3,105

その他 20,752

営業外収益合計 36,470

営業外費用  

支払利息 27,844

固定資産除却損 10,718

開業費償却 5,602

その他 29,067

営業外費用合計 73,233

経常利益 226,461

特別利益  

貸倒引当金戻入額 39,837

特別利益合計 39,837

税金等調整前四半期純利益 266,298

法人税、住民税及び事業税 172,068

法人税等調整額 △58,815

法人税等合計 113,252

少数株主利益 562

四半期純利益 152,482



（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 266,298

減価償却費 264,695

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33,350

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,837

受取利息及び受取配当金 △12,612

支払利息 27,844

固定資産除却損 10,718

売上債権の増減額（△は増加） 20,101,975

たな卸資産の増減額（△は増加） △994,160

仕入債務の増減額（△は減少） △4,893,885

未払消費税等の増減額（△は減少） △915,238

その他 △583,335

小計 13,199,111

利息及び配当金の受取額 15,638

利息の支払額 △29,077

法人税等の支払額 △812,242

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,373,429

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 △242,174

無形固定資産の取得による支出 △41,550

定期預金の払戻による収入 200,000

短期貸付金の増減額（△は増加） △2,872,119

長期貸付金の回収による収入 1,673

その他 20,267

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,933,902

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） △9,025,970

長期借入金の返済による支出 △71,254

自己株式の増減額（△は増加） △303

配当金の支払額 △305,302

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,402,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,697

現金及び現金同等物の期首残高 523,469

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

16,152

現金及び現金同等物の四半期末残高 576,319



（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 

 （注）事業区分は、製品の種類、性質及び製造方法の類似性を考慮し、環境装置関連事業、化学・食品機械関連事業に

区分しております。 

  

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） 

  在外支店及び在外連結子会社がないため記載しておりません。 

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）  

  海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載は省略しております。 

（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。 

 
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） 

 
環境装置関連
事業（千円） 

化学・食品機
械関連事業 

（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 11,078,095 1,928,799 13,006,894 － 13,006,894 

(2) 
セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 520 520 △520 － 

  計 11,078,095 1,929,319 13,007,414 △520 13,006,894 

  営業利益又は営業損失 △8,088 271,312 263,223 － 263,223 



「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（千円） 

Ⅰ 売上高 11,417,755 

Ⅱ 売上原価 9,749,020 

売上総利益 1,668,734 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,050,734 

営業利益 △382,000 

Ⅳ 営業外収益 34,509 

 受取利息及び配当金 15,973 

 その他 18,535 

Ⅴ 営業外費用 74,854 

 支払利息 35,966 

 その他 38,888 

経常利益 △422,346 

税金等調整前四半期純利益 △422,346 

法人税等 △72,689 

少数株主利益  85 

四半期純利益 △349,742 
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