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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 4,175 ― 526 ― 643 ― 324 ―
20年3月期第1四半期 3,824 11.9 423 29.3 477 48.8 297 51.6

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 34.33 ―
20年3月期第1四半期 33.50 ―

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 17,571 12,229 69.6 1,295.51
20年3月期 17,304 12,123 70.1 1,284.33

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,229百万円 20年3月期  12,123百万円

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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 8,479 ― 938 ― 956 ― 508 ― 53.84
通期 17,566 3.5 1,998 5.4 2,032 14.0 1,091 5.1 115.65

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  

(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） 

(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）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
（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  9,450,069株 20年3月期  9,450,069株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  10,236株 20年3月期  10,236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  9,439,833株 20年3月期第1四半期  8,870,675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１四半期における世界経済は、BRICs等の一部の地域では依然として高い経済成長を保っているものの、米国

では景気の後退局面入りが懸念されるほか、世界経済全体としても景気に減速感が出始めております。また、わが国

経済は、原油・原材料価格の高騰など、景気の先行き不透明感が増してまいりました。  

このような状況の中で、当社グループ（当社及び連結子会社）の当第１四半期の売上高は、主力のポンプ事業にお

いて、主にケミカル機器モータポンプ、冷凍機・空調機器モータポンプ、電力関連機器モータポンプの販売が国内外

で好調に推移したことから、41億75百万円（前年同期比３億51百万円増加、9.2％増）となりました。   

利益面につきましては、営業利益は５億26百万円（同１億２百万円増加、24.3％増）、経常利益は６億43百万円

（同１億65百万円増加、34.8％増）、四半期純利益は３億24百万円（同26百万円増加、9.1％増）となりました。 

このように、当第１四半期の経営成績全般としては前年同期と比べ増収増益となり、１株当たり四半期純利益は34

円33銭（前年同期は33円50銭）となりました。   

なお、当第１四半期の受注高は50億45百万円（前年同期比４億97百万円増加、10.9％増）、受注残高は50億46百万

円（同３億30百万円増加、7.0％増）となりました。それぞれの増加の主なものはポンプ事業であり、受注高では41

億91百万円（同４億23百万円増加、11.3％増）、受注残高では46億95百万円（同２億79百万円増加、6.3％増）であ

ります。   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態  

資産の部は、前連結会計年度末に比べ２億67百万円増加し、当第１四半期末は175億71百万円となりました。こ

れは、主として仕掛品や製品の増加により流動資産が１億81百万円増加したためであります。 

負債の部は、前連結会計年度末に比べ１億61百万円増加し、当第１四半期末は53億42百万円となりました。これ

は、主として退職給付引当金の増加等により固定負債が42百万円増加したためであります。 

純資産の部は、前連結会計年度末に比べ１億５百万円増加し、当第１四半期末は122億29百万円となりました。

これは、主として為替換算調整勘定の減少があったものの、利益剰余金の増加があったためであります。  

この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の70.1％から当第１四半期末は69.6％となりました。 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期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、財務活動によるキャッシ

ュ・フロー２億53百万円の資金獲得があったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー１億80百万円及び営業活

動によるキャッシュ・フロー１億22百万円の資金支出により、前連結会計年度末に比べ79百万円減少し、当第１四

半期末には24億42百万円となりました。  

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。  

営業活動に使用した資金は、１億22百万円となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益６億46百

万円の計上があったものの、たな卸資産の増加額２億36百万円及び法人税等の支払額１億59百万円によるものであ

ります。  

投資活動に使用した資金は、１億80百万円となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出１億

45百万円及び定期預金の預入による支出54百万円によるものであります。  

財務活動により獲得した資金は、２億53百万円となりました。これは、主として配当金の支払額94百万円があっ

たものの、短期借入金の純増加額による収入４億39百万円があったためであります。  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績は、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に比して概ね順調に推移しており、

平成20年５月15日に公表した連結業績予想につきましては、現時点で変更はありません。 

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 

採用した簡便な会計処理のうち重要なものはありません。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

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計算しております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

(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 

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

親会社及び国内子会社が通常の販売目的で保有する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 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。 

この変更による損益への影響はありません。  



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 2,520,958 2,554,781

受取手形及び売掛金 5,653,833 5,691,647

製品 773,525 718,010

原材料 1,178,786 1,186,126

仕掛品 1,093,991 995,852

その他 694,742 602,780

貸倒引当金 △108,985 △123,792

流動資産合計 11,806,853 11,625,405

固定資産   

有形固定資産 4,213,244 4,264,008

無形固定資産 12,121 12,965

投資その他の資産 1,539,502 1,401,897

固定資産合計 5,764,868 5,678,871

資産合計 17,571,721 17,304,277

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,751,331 1,887,596

短期借入金 1,074,745 669,409

1年内償還予定の社債 － 40,000

1年内返済予定の長期借入金 19,390 72,711

未払法人税等 389,419 248,081

製品保証引当金 12,309 12,271

賞与引当金 232,838 449,198

役員賞与引当金 7,000 30,000

その他 898,483 856,422

流動負債合計 4,385,518 4,265,689

固定負債   

長期借入金 4,559 5,112

退職給付引当金 794,973 775,657

役員退職慰労引当金 63,171 58,596

その他 94,125 75,394

固定負債合計 956,829 914,762

負債合計 5,342,347 5,180,451

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,116,823 2,116,823

資本剰余金 1,904,614 1,904,614

利益剰余金 8,046,580 7,816,903

自己株式 △8,943 △8,943

株主資本合計 12,059,073 11,829,397

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 272,186 149,597

為替換算調整勘定 △101,886 144,831

評価・換算差額等合計 170,299 294,428

純資産合計 12,229,373 12,123,825

負債純資産合計 17,571,721 17,304,277



（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 4,175,831

売上原価 2,687,906

売上総利益 1,487,925

販売費及び一般管理費 961,495

営業利益 526,429

営業外収益  

受取利息 7,312

受取配当金 7,784

受取賃貸料 5,075

為替差益 87,297

その他 14,151

営業外収益合計 121,621

営業外費用  

支払利息 3,383

その他 1,601

営業外費用合計 4,984

経常利益 643,067

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,960

固定資産売却益 2,712

特別利益合計 5,672

特別損失  

固定資産除却損 1,213

固定資産売却損 1,332

特別損失合計 2,545

税金等調整前四半期純利益 646,194

法人税等 322,119

四半期純利益 324,075



（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 646,194

減価償却費 97,835

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,247

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,374

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,575

受取利息及び受取配当金 △15,096

支払利息 3,383

為替差損益（△は益） △46,248

有形固定資産除却損 1,213

有形固定資産売却損益（△は益） △1,380

売上債権の増減額（△は増加） △165,123

たな卸資産の増減額（△は増加） △236,858

その他の資産の増減額（△は増加） △147,725

仕入債務の増減額（△は減少） △33,279

未払消費税等の増減額（△は減少） 53,374

その他の負債の増減額（△は減少） △117,855

その他 △35,664

小計 22,471

利息及び配当金の受取額 18,021

利息の支払額 △3,319

法人税等の支払額 △159,706

営業活動によるキャッシュ・フロー △122,532

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △54,048

定期預金の払戻による収入 5,360

有形固定資産の取得による支出 △145,083

有形固定資産の売却による収入 8,316

投資有価証券の取得による支出 △4,049

貸付けによる支出 △450

貸付金の回収による収入 5,636

その他 4,065

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,252

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） 439,443

長期借入金の返済による支出 △51,073

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払額 △94,398

財務活動によるキャッシュ・フロー 253,971

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30,602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,415

現金及び現金同等物の期首残高 2,521,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,442,531



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 

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）  

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）ポンプ事業：ケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプ 

(2）電子部品事業：自動車用電装品及び産業機器用基板 

(3）その他事業：特殊機器、健康食品及び人材派遣 

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） 

 （注）１．地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．本邦以外の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）欧米：米国、ドイツ 

(2）アジア：中国、台湾、シンガポール、韓国 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

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（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く。）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。 

  
ポンプ事業 

（千円） 

電子部品事業

（千円） 

その他事業 

（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 3,322,915 703,744 149,171 4,175,831 － 4,175,831 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － 

計 3,322,915 703,744 149,171 4,175,831 － 4,175,831 

営業利益 414,454 100,487 11,488 526,429 (－) 526,429 

  
日本 

（千円） 

欧米 

（千円） 

アジア 

（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 2,736,519 717,265 722,046 4,175,831 － 4,175,831 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
402,181 4,899 8,760 415,841 (415,841) － 

計 3,138,701 722,165 730,806 4,591,673 (415,841) 4,175,831 

営業利益 393,673 45,517 74,224 513,415 13,014 526,429 

 
アジア・オセ

アニア 
米州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,058,510 556,130 248,750 1,863,391 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 4,175,831 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.3 13.3 6.0 44.6 

アジア・オセアニア：中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、インド、オーストラリア

米州 ：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 

その他 ：ヨーロッパ、中近東 



「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（千円） 

Ⅰ 売上高 3,824,736 

Ⅱ 売上原価 2,411,963 

売上総利益 1,412,772 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 989,126 

営業利益 423,646 

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 1,591 

２．受取配当金 3,708 

３．賃貸料 4,936 

４．為替差益 40,747 

５．その他 27,198 

営業外収益合計 78,182 

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息 3,929 

２．株式交付費用 19,088 

３．その他 1,657 

営業外費用合計 24,675 

経常利益 477,153 

Ⅵ 特別利益 3,108 

Ⅶ 特別損失 974 

税金等調整前四半期純利益 479,286 

税金費用 182,129 

四半期純利益 297,157 

    



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

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（千円） 

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 479,286 

減価償却費 98,291 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △2,832 

退職給付引当金の増減額（減少：△） △9,065 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △99,257 

受取利息及び受取配当金 △5,300 

支払利息 3,929 

為替差損益（差益：△） △14,691 

有形固定資産売却益 △2,120 

有形固定資産売却損 361 

有形固定資産除却損 612 

売上債権の増減額（増加：△） △99,593 

たな卸資産の増加額 △335,330 

その他資産の増加額 △57,893 

仕入債務の増減額（減少：△） 189,066 

未払消費税等の増減額（減少：△） △57,132 

割引手形の増減額（減少：△） 1,246 

裏書譲渡手形の増減額（減少：△） △34,179 

その他負債の増減額（減少：△） △27,691 

その他 16,424 

小計 44,131 

利息及び配当金の受取額 8,223 

利息の支払額 △3,589 

法人税等の支払額 △410,751 

営業活動によるキャッシュ・フロー △361,985 

 



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（千円） 

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 △106,657 

有形固定資産の売却による収入 4,243 

投資有価証券の取得による支出 △21,292 

貸付金の回収による収入 3,434 

その他 △810 

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,081 

Ⅲ 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（減少：△） △205,194 

長期借入金の返済による支出 △69,353 

社債の償還による支出 △40,000 

新株式の発行による収入 1,777,160 

自己株式の取得による支出 △138 

配当金の支払額 △103,679 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,358,794 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 12,564 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 888,291 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,582,252 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,470,543 

    



（３）セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な製品 

(1）ポンプ事業：ケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプ 

(2）電子部品事業：自動車用電装品及び産業機器用基板 

(3）その他事業：特殊機器、健康食品及び人材派遣 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 （注）１．地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．本邦以外の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）欧米：米国、ドイツ 

(2）アジア：中国、台湾、シンガポール、韓国 

ｃ．海外売上高 

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度を考慮して決定しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

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（ただし、セグメント間の内部

売上高を除く。）であります。 

 
ポンプ事業 
（千円） 

電子部品事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 3,022,175 650,979 151,580 3,824,736 － 3,824,736 

営業費用 2,648,559 615,134 137,396 3,401,090 － 3,401,090 

営業利益 373,616 35,845 14,184 423,646 － 423,646 

 
日本 

（千円） 
欧米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高 2,999,643 698,869 545,879 4,244,392 △419,656 3,824,736 

営業費用 2,708,494 611,404 499,137 3,819,036 △417,945 3,401,090 

営業利益 291,148 87,465 46,742 425,356 △1,710 423,646 

  
アジア・オセア

ニア 
米州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 898,130 662,804 43,802 1,604,737 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 3,824,736 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
23.5 17.3 1.2 42.0 

アジア・オセアニア：中国、韓国、台湾、シンガポール、タイ、インドネシア、インド、オーストラリア

米州 ：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル 

その他 ：ヨーロッパ、中近東 
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