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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 9,953 ― △784 ― △499 ― △425 ―
20年3月期第1四半期 10,943 4.6 △552 ― △352 ― △255 ―

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 △9.35 ―
20年3月期第1四半期 △5.61 ―

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 98,371 47,645 48.1 1,040.16
20年3月期 102,925 46,721 45.0 1,018.97

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  47,327百万円 20年3月期  46,366百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.00 ― 8.00 15.00

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 27,000 ― △700 ― △600 ― △400 ― △8.79
通期 83,000 6.8 3,500 7.5 3,600 0.8 1,600 93.4 35.16

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、４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、４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 
 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。 
 上記の業績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。  

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  45,625,800株 20年3月期  45,625,800株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  125,645株 20年3月期  122,721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  45,501,755株 20年3月期第1四半期  45,512,893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

(1) 当四半期の経営成績

当第１四半期の受注高は前年同期比67億69百万円増加（44.1％増）の221億21百万円となり、売上高は前

年同期比９億89百万円減収（9.0％減）の99億53百万円となりました。損益面につきましては、グループを

挙げて工事採算の改善を実施したものの、減収の影響等により、営業利益は前年同期比２億31百万円減益

の△７億84百万円、経常利益は、受取配当金の増加はあったものの、営業利益の減益影響等により前年同

期比１億47百万円減益の△４億99百万円となり、四半期純利益は前年同期比１億70百万円減益の△４億25

百万円となりました。 

　なお、当社グループの売上高は第４四半期に集中する傾向にあり、年間売上高に占める第１四半期の割

合は小さくなっております。

(2) 事業の種類別セグメントの状況

当社グループは、事業の概要及び業績について、国内の上下水道設備を主要マーケットとする水環境事

業および国内外の化学、食品、砂糖、鉄鋼等の産業用設備を主要マーケットとする産業事業に区分してお

ります。

事業区分 主要な事業内容

　水環境事業
浄水場・下水処理場プラント、焼却設備、脱水機・乾燥機等の単体機器、浄水場・下
水処理場設備の運転・維持管理、補修等

　産業事業
化学・食品等のプラント、バイオマスエタノールプラント、真空技術応用装置、ろ過
機・分離機・乾燥機・ガスホルダー等の単体機器、廃液処理設備、固形廃棄物処理設
備、一般・産業廃棄物処理等

(水環境事業) 

　水環境事業では、公共投資の縮減により機械設備の更新需要は低迷しておりますが、浄水場や下水処

理場の維持管理における契約期間の長期化や補修工事との包括化等の動きは拡大しております。

　このような状況の下、当社グループは、機械設備における市場縮小に応じた事業規模の適正化を図り

ながら受注の確保に努め、維持管理分野では複数年契約および包括委託契約の獲得を実施してまいりま

した。 

　その結果、当第１四半期における水環境事業の受注高は前年同期比16億44百万円増加（16.6％増）の

115億67百万円、売上高は前年同期比14億90百万円増収（40.4％増）の51億78百万円、同営業利益は前年

同期比１億53百万円改善の△５億64百万円となりました。

(産業事業) 

　産業事業では、国内での設備投資は弱含みで推移しており、輸出については高成長が続く中国や中東

地域等にて増加が見込まれますが、一方でサブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速と、原

油および原材料等の価格の上昇、為替・株式市場の動向が不安定であることなど懸念材料もあり、今後

とも景気の状況を見極めながら慎重に対処していく必要があります。

　このような状況の下、当社グループは、化学分野向けプラント・単体機器の受注において一部遅れが

みられるものの、国内外における焼却設備を中心とした受注の獲得を進めてまいりました。 

　その結果、当第１四半期における産業事業の受注高は前年同期比51億24百万円増加（94.4％増）の105

億53百万円、売上高は前年同期比24億79百万円減収（34.2％減）の47億75百万円、同営業利益は前年同

期比３億85百万円減益の△２億19百万円となりました。 
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2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期末の総資産は983億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億54百万円減少しました。

　これは主に、資金運用による有価証券の増加54億82百万円、株式時価評価の影響による投資有価証券の

増加29億３百万円はあったものの、売上債権の回収により受取手形及び売掛金が121億70百万円減少したこ

とによるものです。 

　負債は507億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億78百万円減少しました。 

　これは主に、支払手形及び買掛金が52億61百万円減少したことによるものです。 

　純資産は476億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億24百万円増加しました。 

　これは主に、配当金の支払および当四半期純損失による利益剰余金の減少７億98百万円はあったものの、

株式時価評価によりその他有価証券評価差額金が17億29百万円増加したことによるものです。 

(2) 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は、前連結会計年度末に比べ５億78百万円増加し、163億

５百万円となりました。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、31億22百万円となりました。

　これは主に、たな卸資産の増加額17億71百万円、仕入債務の減少額52億61百万円および法人税等の支

払額20億33百万円等の減少要因はあったものの、売上債権の回収が進んだことによる売上債権の減少額

121億70百万円等の増加要因があったことによるものです。

(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、20億２百万円となりました。

　これは主に、有価証券の取得による支出17億99百万円等の減少要因があったことによるものです。

(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、５億41百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の返済１億13百万円および配当金の支払３億75百万円等の減少要因があった

ことによるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成20年５月15日に「平成20年３月期 決算短信」で公表しました平成21年３月期の業績予想を変更して

おりません。
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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

① 簡便な会計処理

該当事項はありません。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

 税金費用の計算

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。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用する方法によっております。

　なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税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 「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。 

　これ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：百万円）

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 8,364 11,774

　 受取手形及び売掛金 26,900 39,070

　 有価証券 9,784 4,301

　 原材料 3 3

　 仕掛品 8,881 7,121

　 貯蔵品 261 250

　 その他 7,128 5,919

　 流動資産合計 61,324 68,442

　固定資産

　 有形固定資産 13,269 13,459

　 無形固定資産 2,298 2,401

　 投資その他の資産

　 投資有価証券 18,949 16,045

　 その他 2,530 2,577

　 投資その他の資産合計 21,479 18,622

　 固定資産合計 37,047 34,483

　資産合計 98,371 102,925

負債の部

　流動負債

　 支払手形及び買掛金 18,223 23,485

　 短期借入金 150 200

　 1年内返済予定の長期借入金 658 656

　 未払法人税等 134 1,918

　 前受金 6,850 4,778

　 賞与引当金 745 1,504

　 完成工事補償引当金 1,978 2,659

　 工事損失引当金 217 239

　 その他 6,904 6,887

　 流動負債合計 35,863 42,328

　固定負債

　 長期借入金 6,207 6,322

　 退職給付引当金 6,317 6,291

　 役員退職慰労引当金 284 343

　 その他 2,052 917

　 固定負債合計 14,862 13,875

　負債合計 50,725 56,203

純資産の部

　株主資本

　 資本金 6,646 6,646

　 資本剰余金 5,485 5,485

　 利益剰余金 31,867 32,665

　 自己株式 △ 108 △ 106

　 株主資本合計 43,891 44,692

　評価・換算差額等

　 その他有価証券評価差額金 3,493 1,764

　 繰延ヘッジ損益 △ 57 △ 89

　 評価・換算差額等合計 3,435 1,674

　少数株主持分 318 355

　純資産合計 47,645 46,721

負債純資産合計 98,371 102,925
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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４月１日

　至 平成20年６月30日)

売上高 9,953

売上原価 8,311

売上総利益 1,641

販売費及び一般管理費

　見積設計費 240

　役員報酬及び従業員給与・諸手当・賞与・福利費 850

　賞与引当金繰入額 144

　退職給付引当金繰入額 61

　役員退職慰労引当金繰入額 18

　その他 1,110

　販売費及び一般管理費合計 2,426

営業損失（△） △ 784

営業外収益

　受取利息 26

　受取配当金 259

　持分法による投資利益 3

　その他 61

　営業外収益合計 351

営業外費用

　支払利息 49

　その他 17

　営業外費用合計 66

経常損失（△） △ 499

特別利益

　固定資産売却益 0

　貸倒引当金戻入額 26

　特別利益合計 26

特別損失

　固定資産除売却損 1

　有価証券評価損 301

　その他 7

　特別損失合計 311

税金等調整前四半期純損失（△） △ 784

法人税、住民税及び事業税 △ 336

少数株主損失（△） △ 22

四半期純損失（△） △ 425
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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損失（△） △ 784

　減価償却費 406

　退職給付引当金の増減額（△は減少） 25

　賞与引当金の増減額（△は減少） △ 759

　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少) △ 59

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 20

　完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △ 680

　工事損失引当金の増減額（△は減少） △ 21

　受取利息及び受取配当金 △ 286

　支払利息 49

　持分法による投資損益（△は益） △ 3

　有形固定資産除売却損益（△は益） 1

　有価証券評価損益（△は益） 301

　売上債権の増減額（△は増加） 12,170

　前受金の増減額（△は減少） 2,072

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 1,771

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 5,261

　その他 △ 398

　小計 4,982

　利息及び配当金の受取額 223

　利息の支払額 △ 50

　法人税等の支払額 △ 2,033

　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

　有価証券の取得による支出 △ 1,799

　有形固定資産の取得による支出 △ 128

　有形固定資産の売却による収入 0

　無形固定資産の取得による支出 △ 79

　貸付けによる支出 △ 1

　貸付金の回収による収入 2

　その他の支出 △ 2

　その他の収入 5

　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,002

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 150

　短期借入金の返済による支出 △ 200

　長期借入金の返済による支出 △ 113

　自己株式の取得による支出 △ 2

　配当金の支払額 △ 364

　少数株主への配当金の支払額 △ 11

　財務活動によるキャッシュ・フロー △ 541

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 578

現金及び現金同等物の期首残高 15,727

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,305
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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)

水環境事業
(百万円)

産業事業
(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 5,178 4,775 9,953 ― 9,953

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,178 4,775 9,953 (―) 9,953

　 営業損失（△） △ 564 △ 219 △ 784 (―) △ 784

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。

２ 各事業の主要な製品

(1) 水環境事業……浄水場・下水処理場プラント、焼却設備、脱水機・乾燥機等の単体機器、浄水場・下水処理

場設備の運転・維持管理、補修等 

(2) 産業事業………化学・食品等のプラント、バイオマスエタノールプラント、真空技術応用装置、ろ過機・分

離機・乾燥機・ガスホルダー等の単体機器、廃液処理設備、固形廃棄物処理設備、一般・産

業廃棄物処理等 

【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)

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【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 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,399 619 2,019

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 9,953

Ⅲ 連結売上高に占める海外
　 売上高の割合(％)

14.1 6.2 20.3

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア…サウジアラビア、中国、インド

(2) その他…ブラジル、ポルトガル

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」

前四半期の財務諸表

(1) （要約）四半期連結損益計算書

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：百万円)

科 目

前年同四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 10,943

Ⅱ 売上原価 9,198

　 売上総利益 1,744

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,297

　 営業損失(△) △ 552

Ⅳ 営業外収益 285

Ⅴ 営業外費用 84

　 経常損失(△) △ 352

Ⅵ 特別利益 39

Ⅶ 特別損失 0

　 税金等調整前四半期純損失(△) △ 313

　 法人税等及び法人税等調整額 △ 116

　 少数株主利益 58

　 四半期純損失(△) △ 255
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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：百万円)

前年同四半期

(平成20年３月期第１四半期)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1  税金等調整前四半期純損失(△) △ 313

2  減価償却費 397

3  売上債権の増減額(増:△) 20,123

4  前受金の増減額(減:△) 2,381

5  たな卸資産の増減額(増:△) △ 3,587

6  仕入債務の増減額(減:△) △ 4,821

7  その他 △ 1,812

　 小計 12,367

8  利息及び配当金の受取額 208

9  利息の支払額 △ 63

10  法人税等の支払額 △ 1,668

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 10,844

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1  有形固定資産、無形固定資産、有価証券

及び投資有価証券の取得による支出
△ 710

2  有形固定資産、無形固定資産、有価証券

及び投資有価証券の償還・売却による収入
1,603

3  その他 △ 5

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 887

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1  短期借入金の純増減額 △ 50

2  長期借入れによる収入 200

3  長期借入金の返済による支出 △ 118

4  その他 △ 378

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 347

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減:△) 11,383

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 11,585

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 22,969
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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：百万円)

水環境事業 産業事業 計 消去又は全社 連結

　 売上高

　(1) 外部顧客に対する売上高 3,687 7,255 10,943 ― 10,943

　(2) セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,687 7,255 10,943 (―) 10,943

　 営業費用 4,406 7,089 11,495 (―) 11,495

　 営業利益又は営業損失（△） △ 718 165 △ 552 (―) △ 552

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっております。

２ 各事業の主要な製品

(1) 水環境事業……浄水場・下水処理場プラント、焼却設備、脱水機・乾燥機等の単体機器、浄水場・下水処理

場設備の運転・維持管理、補修等 

(2) 産業事業………化学・食品等のプラント、バイオマスエタノールプラント、真空技術応用装置、ろ過機・分

離機・乾燥機・ガスホルダー等の単体機器、廃液処理設備、固形廃棄物処理設備、一般・産

業廃棄物処理等 

決算短信 2008年08月05日 10時56分 04180xe01_in 10ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－11－



月島機械㈱(6332) 平成21年3月期 第1四半期決算短信

6. その他の情報

【受注、売上及び受注残高の状況】

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) 

　① 受注実績表

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメント名称

当四半期 
(平成21年３月期 

第１四半期連結累計期間)

金額

水環境事業 11,567

産業事業 10,553

合計 22,121

　② 売上実績表

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメント名称

当四半期 
(平成21年３月期 

第１四半期連結累計期間)

金額

水環境事業 5,178

産業事業 4,775

合計 9,953

　③ 受注残高表

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメント名称

当四半期 
(平成21年３月期 

第１四半期連結累計期間)

金額

水環境事業 51,577

産業事業 37,927

合計 89,505
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「参考資料」

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)

　① 受注実績表

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメント名称

前年同四半期 
(平成20年３月期 

第１四半期連結累計期間)

金額

水環境事業 9,922

産業事業 5,429

合計 15,351

　② 売上実績表

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメント名称

前年同四半期 
(平成20年３月期 

第１四半期連結累計期間)

金額

水環境事業 3,687

産業事業 7,255

合計 10,943

　③ 受注残高表

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメント名称

前年同四半期 
(平成20年３月期 

第１四半期連結累計期間)

金額

水環境事業 42,625

産業事業 33,705

合計 76,330
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