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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 8,155 ― 395 ― 435 ― 244 ―

20年3月期第1四半期 7,133 △6.2 328 △14.4 367 △12.5 194 △2.7

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 28.63 ―

20年3月期第1四半期 22.96 ―

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 21,784 7,047 31.1 794.36
20年3月期 23,260 7,072 29.3 798.78

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,771百万円 20年3月期  6,821百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 17,100 9.3 860 11.8 900 7.6 460 4.6 53.86
通期 34,200 4.6 1,710 0.5 1,780 1.3 910 2.5 106.55

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  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等によ
り上記予想数値と異なる場合があります。 
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。  

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  8,640,000株 20年3月期  8,640,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  116,173株 20年3月期  99,597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  8,534,844株 20年3月期第1四半期  8,491,161株

- 1 -



 

 

【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 

わが国経済は、これまで輸出と設備投資によって牽引されるかたちで伸びてきましたが、当第１四半期になっ

て、サブプライムローン問題に端を発する米国景気の急減速により、主に北米向けの輸出が減少となり、また世

界的なエネルギー・原材料価格の高騰が収益の押し下げ要因となって企業が設備投資に慎重な姿勢をとるなど、

全体としては減速の傾向が強まっています。 

 

このような中で当第１四半期における当社の主要取引業界ごとの概況は、以下の通りとなりました。 

 

（鉄鋼業界） 

国内高炉各社は、自動車用・造船用の高級鋼材をはじめ、旺盛な鋼材需要を背景に、引き続き高い生産を行っ

ています。 

当社におきましては、一部の製綱用副資材の売上高が減少しましたが、高操業の下で、製鉄各工程全般にわた

って設備更新需要、消耗部品需要が旺盛で、各種の機器・部品類の売上が安定的に伸びました。 

 

（電子・半導体業界） 

同業界では、メモリー市況の低迷が続き、設備投資は抑えられてきました。 

当社におきましては、対前年同期比で、フラックス洗浄装置の販売が減少となりました。 

 

（自動車業界） 

同業界では、自動車生産台数、輸出台数ともに増加が続いています。工作機械については、これまで外需主導

で高水準の受注が続きましたが、今年に入り伸びが鈍化しています。 

当社におきましては、自動車部品洗浄機の売上が増加し、工作機械用ロータリージョイントの販売も対前年同

期比で増加となりました。 

 

（その他の業界） 

紙・パルプ業界、化学業界、ゴム・タイヤ業界、環境関連業界等の業界につきましては、それぞれ増減はあり

ましたが、総じて対前年同期比でほぼ横ばいの売上高となりました。 

 

以上の結果、平成21年３月期第１四半期の連結業績は、売上高8,155百万円、営業利益395百万円、経常利益435

百万円、四半期純利益244百万円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて8.3％減少し、17,135百万円となりました。これは、現金及び預金が

1,082百万円、受取手形及び売掛金が664百万円それぞれ減少し、たな卸資産が143百万円増加したことなどによ

ります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて1.5％増加し、4,649百万円となりました。これは、連結子会社の増加

に伴い、有形固定資産が137百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて6.3％減少し、21,784百万円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて9.4％減少し、13,553百万円となりました。これは、支払手形及び買

掛金が262百万円、短期借入金が591百万円、未払法人税等及び未払消費税が417百万円それぞれ減少したことな

どによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.6％減少し、1,183百万円となりました。これは、長期借入金が60百

万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて9.0％減少し、14,736百万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度に比べて0.3％減少し、7,047百万円となりました。これは、配当金の支払いと

自己株式の取得に伴い、株主資本が73百万円減少し、その他有価証券評価差額金が49百万円増加したことなどに

よります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、概ね計画通りに推移しており、平成20年５月15日発表の業績予想に変更はありません。 

 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の移動（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。 

なお、下記の通り連結の範囲の異動がありましたが、開示府令第19条第７項に規定する特定子会社には該当い

たしません。 

新規 １社（社名 SIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD） 

前連結会計年度まで非連結子会社であったSIAM RIX MANUFACTURING CO.,LTD（タイ国の在外子会社）を当第１

四半期より連結の範囲に含めております。 

 

(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 

(a) 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。 

 

(b) 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。 

 

(c) 固定資産の減価償却費の算定方法 

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

よっております。 

 

(d) 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

 

(e) 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測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

(a) 税金費用の算定方法 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定する方法によっ

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 

(a) 「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）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。 

 

(b) 「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）に変更しております。なお、この変更による損益に与える影響はありません。 

 

(c) 「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ております。なお、この適用によ

る損益に与える影響はありません。 
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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 2,415,472 3,498,260

受取手形及び売掛金 11,891,408 12,556,021

有価証券 11,200 11,500

商品 719,267 502,879

製品 150,127 166,881

半製品 65,194 66,796

原材料 48,429 42,006

仕掛品 288,520 349,912

その他 1,552,341 1,491,583

貸倒引当金 △6,410 △6,753

流動資産合計 17,135,551 18,679,088

固定資産   

有形固定資産 1,949,805 1,812,351

無形固定資産 81,721 85,755

投資その他の資産   

投資有価証券 2,141,440 2,173,531

その他 499,095 532,493

貸倒引当金 △22,938 △22,937

投資その他の資産合計 2,617,597 2,683,087

固定資産合計 4,649,124 4,581,194

資産合計 21,784,675 23,260,283

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,310,187 10,572,837

短期借入金 2,127,400 2,719,200

1年内返済予定の長期借入金 260,970 268,272

未払法人税等 175,514 568,897

役員賞与引当金 14,315 －

賞与引当金 218,667 －

その他 446,618 831,648

流動負債合計 13,553,673 14,960,854

固定負債   

長期借入金 355,870 415,980

退職給付引当金 523,930 522,068

役員退職慰労引当金 280,447 275,889

負ののれん 1,644 1,903

その他 21,427 11,580

固定負債合計 1,183,320 1,227,422

負債合計 14,736,994 16,188,276
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,900 827,900

資本剰余金 683,986 683,986

利益剰余金 5,061,650 5,121,475

自己株式 △53,129 △39,886

株主資本合計 6,520,407 6,593,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 277,908 228,420

為替換算調整勘定 △27,292 －

評価・換算差額等合計 250,615 228,420

少数株主持分 276,658 250,110

純資産合計 7,047,681 7,072,006

負債純資産合計 21,784,675 23,260,283
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 (2) 四半期連結損益計算書 

（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) 

売上高 8,155,954

売上原価 6,657,108

売上総利益 1,498,845

販売費及び一般管理費 1,103,323

営業利益 395,521

営業外収益  

受取利息 1,005

受取配当金 10,642

負ののれん償却額 259

持分法による投資利益 16,914

その他 23,096

営業外収益合計 51,918

営業外費用  

支払利息 6,152

為替差損 2,745

その他 3,047

営業外費用合計 11,946

経常利益 435,493

特別利益  

貸倒引当金戻入額 342

特別利益合計 342

税金等調整前四半期純利益 435,836

法人税、住民税及び事業税 177,467

法人税等調整額 △277

法人税等合計 177,190

少数株主利益 14,312

四半期純利益 244,333
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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 435,836

減価償却費 56,270

負ののれん償却額 △259

賞与引当金の増減額（△は減少） 218,835

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,315

未払役員賞与の増減額（△は減少） △62,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,862

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,557

貸倒引当金の増減額（△は減少） △342

受取利息及び受取配当金 △11,647

支払利息 6,152

持分法による投資損益（△は益） △16,914

売上債権の増減額（△は増加） 710,784

たな卸資産の増減額（△は増加） △113,723

その他の資産の増減額（△は増加） △40,186

仕入債務の増減額（△は減少） △309,759

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,916

その他の負債の増減額（△は減少） △325,884

小計 543,607

利息及び配当金の受取額 12,244

利息の支払額 △6,135

法人税等の支払額 △570,850

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,133

投資活動によるキャッシュ・フロー  

信託受益権の取得による支出 △783,088

信託受益権の償還による収入 767,492

有形固定資産の取得による支出 △30,543

投資有価証券の取得による支出 △977

子会社株式の取得による支出 △100,000

貸付けによる支出 △35,218

貸付金の回収による収入 34,575

その他の支出 △17,180

その他の収入 10,326

投資活動によるキャッシュ・フロー △154,612
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 13,011,400

短期借入金の返済による支出 △13,603,200

長期借入金の返済による支出 △67,412

自己株式の取得による支出 △13,242

配当金の支払額 △265,642

少数株主への配当金の支払額 △6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △944,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,129,635

現金及び現金同等物の期首残高 3,498,260

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 46,847

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,415,472
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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 

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） 

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） 

（単位：千円） 

高圧液圧応用機器 
精密自動・

計測機器
その他 

 

（商品） （製品） （商品） （商品） （製品）

計 
消去又は

全社 
連結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 4,895,038 996,296 232,419 1,912,653 119,546 8,155,954 ― 8,155,954

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

11,892 ― ― ― ― 11,892 (11,892) ―

計 4,906,931 996,296 232,419 1,912,653 119,546 8,167,846 (11,892) 8,155,954

営業利益又は営業損失(△) 297,032 191,756 △634 126,424 16,030 630,608 (235,086) 395,521

（注）１ 事業区分は、商品・製品の別及び商品・製品の種類、性質により区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

高圧液圧応用機器（商品）：（圧力発生機）      高圧油圧ポンプ、プランジャーポンプ、水中ポンプ、

モーノポンプ、渦巻ポンプ等 

（応用機器・システム商品）高圧水洗浄機等 

（付属機器・部品）    オイルシール、回転ノズル、フィルター等 

（関連技術商品）     ピストン弁、バルブ、真空ポンプ、コンプレッサー等 

高圧液圧応用機器（製品）：（応用機器・システム製品）精密水洗浄機等 

（付属機器・部品）    ロータリージョイント、マルチジョイント等 

精密自動・計測機器：    測定機器等 

その他（商品）：      製鋼副資材、潤滑油調整剤、大気汚染防止装置、環境関連機器等 

その他（製品）：      ベアリング再生精密研磨加工、合成樹脂製品等 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

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）前四半期連結損益計算書 
（単位：千円） 

科  目 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日）

 金 額 

  

  売上高 7,133,556

  売上原価 5,786,231

売上総利益 1,347,324

  販売費及び一般管理費 1,018,906

営業利益 328,417

  営業外収益 50,568

  受取利息 1,216

  受取配当金 11,083

  不動産賃貸収入 7,817

  持分法による投資利益 13,767

  その他 16,684

  営業外費用 10,991

  支払利息 7,944

  その他 3,047

経常利益 367,994

  特別利益 2,785

  貸倒引当金戻入益 2,675

  その他 109

  特別損失 2,143

  減損損失 2,081

  その他 62

税金等調整前四半期純利益 368,635

 法人税等 159,627

 少数株主利益 14,063

四半期純利益 194,944
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(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

 

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日）

区  分 金 額 

  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 368,635

  減価償却費 46,493

  引当金の増減額（△は減少） 23,711

  受取利息及び受取配当金 △12,299

  支払利息 7,944

  減損損失 2,081

  持分法による投資利益 △13,767

  売上債権の増減額（△は増加） 1,135,186

  たな卸資産の増減額（△は増加） △120,483

  仕入債務の増減額（△は減少） △795,196

  その他 △226,994

小  計 415,312

  利息及び配当金の受取額 13,035

  利息の支払額 △7,944

  法人税等の支払額 △344,534

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,869

  投資活動によるキャッシュ・フロー  

  信託受益権の取得による支出 △874,693

  信託受益権の回収による収入 836,019

  有形固定資産の取得による支出 △20,312

  有形固定資産の売却による収入 272

  投資有価証券の取得による支出 △928

  投資有価証券の売却による収入 7,000

  その他 2,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △50,525

  財務活動によるキャッシュ・フロー  

  短期借入金の増減額（△は減少） △118,400

  長期借入金の増減額（△は減少） △52,412

  配当金の支払額 △205,619

財務活動によるキャッシュ・フロー △376,431

  現金及び現金同等物に係わる換算差額 2,020

  現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △349,066

  現金及び現金同等物の期首残高 2,171,928

  現金及び現金同等物の四半期末残高 1,822,861
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(3) 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（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

（単位：千円） 

高圧液圧応用機器 
精密自動・

計測機器
その他 

 

（商品） （製品） （商品） （商品） （製品）

計 
消去又は

全  社
連 結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 4,406,939 853,661 250,682 1,607,156 15,114 7,133,556 － 7,133,556

(2)セグメント間の 

   内部売上高又は振替高 

50 － － － 48,281 48,332 (48,332) －

計 4,406,990 853,661 250,682 1,607,156 63,396 7,181,888 (48,332) 7,133,556

営業費用 4,158,738 654,269 261,803 1,491,871 65,773 6,632,456 172,682 6,805,138

営業利益又は営業損失(△) 248,251 199,392 △11,120 115,285 △2,377 549,431 (221,014) 328,417
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