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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,145 ― 92 ― 85 ― △4 ―

20年3月期第1四半期 973 △10.9 10 △89.2 4 △95.4 △75 ―

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 △0.36 ―

20年3月期第1四半期 △6.78 ―

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 6,921 1,600 23.1 143.17
20年3月期 6,904 1,624 23.5 145.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,600百万円 20年3月期  1,624百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 2,650 ― 240 ― 225 ― 130 ― 11.63
通期 5,300 9.4 500 38.9 470 44.2 280 225.6 25.04

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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】 4.その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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】 4.その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  11,200,000株 20年3月期  11,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  19,207株 20年3月期  19,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  11,180,793株 20年3月期第1四半期  11,183,130株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 1．業績事項につきましては、発表日現在における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り予想数値と異なる場合がありま
す。 
 2．当事業年度より「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14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
当第1四半期におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題による景気の後退や、原油価

　格および原材料価格の高騰などにより、先行き不透明感が強まる状況で推移いたしました。
　このような状況のもと、当社は積極的な営業活動、生産効率のアップおよびコスト低減を進め
　てまいりました。以上の結果、当第1四半期の業績は、製品事業部門売上972百万円（対前年同期
　間比18.5％増）、不動産事業部門売上172百万円（対前年同期間比13.1％増）の合計1.145百万円
　（対前年同期間比17.6％増）となりました。
　損益面におきましては、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の運用による評価減を計上したこ
　となどにより、営業利益92百万円、経常利益85百万円、四半期純損失4百万円の結果となりまし
  た。
　製品部門別に示しますと、真空ポンプ部門では堅調な受注に支えられ、売上高は513百万円（対
　前年同期間比8.1％増）となりました。
　送風機・圧縮機部門では、大型製品の輸出があったことから、売上高は160百万円（対前年同期間
　比43.9％増）となりました。
　部門および修理につきましても、まとまった消耗品の輸出があったことなどにより、売上高は
　259百万円（対前年同期間比48.0％増）となりました。
　その他の製品売上高は39百万円（対前年同期間比33.7％減）にとどまりました。
　不動産部門につきましては、商品化改修工事が終わったことなどにより、172百万円（対前年同期
　間比13.1％増）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報
総資産は仕掛品の増加157百万円、現預金の増加114百万円、売掛金の減少351百万円、等があった

　ことにより前事業年度末比17百万円増加し6,921百万円となりました。
純資産はその他利益剰余金が37百万円減少したことを主因として23百万円減少し、1,600百万円と

　なりました。この結果、自己資本比率は前期末比0.4％低下し、23.1％となりました。
　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが大
　幅なプラスとなったため、前事業年度末比114百万円増加し437百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
棚卸資産の増加、法人税等の支払、等の大口マイナス要因があったものの、それを上回る売上債権

　の減少、仕入債務の増加、等により315百万円のプラスを確保しました。
（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、等により193百万円のマイナスとなりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
大きな変動要因はなく、7百万円のマイナスとなりました。

3. 業績予想に関する定性的情報
平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月15日の決算短信で発表しました。

　第2四半期累計期間および通期の業績予想に変更はございません。
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4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期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＞
　①棚卸資産の評価方法
　

当第１四半期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、前事業年度末の

　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。 

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味 

　売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

②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固定資産については、事業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。 

③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

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

　限定する方法によっております。 

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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、前事業年度において使用した将来

　の業績予測を利用する方法によっております。

(2) 四半期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
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等
規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 437,502 323,318

受取手形及び売掛金 1,690,273 2,008,613

原材料 434,336 450,466

仕掛品 1,048,408 890,681

その他 148,031 100,264

貸倒引当金 △225 －

流動資産合計 3,758,327 3,773,344

固定資産

有形固定資産

建物 1,607,931 1,623,572

その他 833,976 805,459

有形固定資産合計 2,441,907 2,429,031

無形固定資産 12,532 14,027

投資その他の資産

その他 1,023,331 999,178

貸倒引当金 △314,115 △311,490

投資その他の資産合計 709,215 687,687

固定資産合計 3,163,655 3,130,746

資産合計 6,921,983 6,904,091

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,264,032 1,069,710

短期借入金 1,072,862 912,572

未払法人税等 42,507 119,230

賞与引当金 26,874 87,472

その他 605,406 653,591

流動負債合計 3,011,683 2,842,576

固定負債

社債 290,000 300,000

長期借入金 1,238,114 1,362,692

退職給付引当金 278,902 281,930

役員退職慰労引当金 94,478 93,535

その他 408,024 398,942

固定負債合計 2,309,519 2,437,100

負債合計 5,321,202 5,279,676
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年6月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,930 303,930

利益剰余金 375,821 413,388

自己株式 △6,572 △6,572

株主資本合計 1,458,179 1,495,746

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 142,600 128,668

評価・換算差額等合計 142,600 128,668

純資産合計 1,600,780 1,624,414

負債純資産合計 6,921,983 6,904,091
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年4月1日

 至 平成20年6月30日)

売上高 1,145,567

売上原価 897,107

売上総利益 248,460

販売費及び一般管理費

給料及び手当 51,277

賞与引当金繰入額 5,858

退職給付引当金繰入額 1,809

役員退職慰労引当金繰入額 943

貸倒引当金繰入額 3,967

その他 91,791

販売費及び一般管理費合計 155,647

営業利益 92,813

営業外収益

受取利息 487

受取配当金 4,317

その他 3,636

営業外収益合計 8,442

営業外費用

支払利息 14,160

その他 1,877

営業外費用合計 16,038

経常利益 85,217

特別利益

固定資産売却益 34

貸倒引当金戻入額 360

特別利益合計 394

特別損失

たな卸資産評価損 51,245

その他 7

特別損失合計 51,253

税引前四半期純利益 34,357

法人税、住民税及び事業税 41,222

法人税等調整額 △2,839

法人税等合計 38,382

四半期純損失（△） △4,024
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(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

税引前四半期純利益 34,357

減価償却費 46,084

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,849

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,598

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,028

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 943

受取利息及び受取配当金 △4,805

支払利息 14,160

固定資産除却損 7

固定資産除売却損益（△は益） △34

売上債権の増減額（△は増加） 318,339

たな卸資産の増減額（△は増加） △141,724

その他の資産の増減額（△は増加） △36,260

仕入債務の増減額（△は減少） 194,322

その他の負債の増減額（△は減少） 73,052

小計 437,667

利息及び配当金の受取額 5,171

利息の支払額 △11,552

法人税等の支払額 △115,825

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,461

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 △191,528

有形固定資産の売却による収入 66

貸付金の回収による収入 6,303

預り保証金の増減額（△は減少） △1,283

その他 △7,051

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,494

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） 175,000

長期借入金の返済による支出 △139,288

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △33,494

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,183

現金及び現金同等物の期首残高 323,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 437,502
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期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

該当事項なし

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項なし
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

（1）（要約）四半期損益計算書

前年同四半期   

（平成20年3月期第1四半期）

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 973,928

Ⅱ 売上原価 835,635

　 売上総利益 138,293

Ⅲ 販売費及び

　 一般管理費
127,424

　 営業利益 10,868

Ⅳ 営業外収益 8,067

　 受取利息及び配当金 5,202

　 その他 2,865

Ⅴ 営業外費用 14,887

　 支払利息 10,736

　 その他 4,150

　 経常利益 4,048

Ⅵ 特別利益 4,208

Ⅶ 特別損失 89,198

　 税引前四半期純利益 △80,941

　 法人税等 △5,147

　 四半期純利益 △75,793
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