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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 919 ― 64 ― 64 ― 7 ―

20年3月期第1四半期 1,370 △41.7 46 ― △56 ― 8 ―

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 0.26 ―

20年3月期第1四半期 0.30 ―

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 4,002 2,450 61.2 82.64
20年3月期 4,380 2,440 55.7 82.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,450百万円 20年3月期  2,440百万円

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
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 1,816 △37.2 15 ― 16 ― 17 ― 0.57
通期 4,120 △40.5 64 ― 66 ― 36 ― 1.21

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  無  

(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」をご覧下さい。 
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。  

 

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  29,653,342株 20年3月期  29,653,342株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  187株 20年3月期  187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  29,653,342株 20年3月期第1四半期  29,653,160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
　当第１四半期におけるわが国経済は、原油・鉱物資源・穀物等の国際的な原材料高騰の影響等
により企業収益が減少し、企業の業況判断も一段と慎重さが増すなど、景気の減速感が明確にな
る展開となりました。
　このような状況下、当社グループは、平成20年３月末までに行ったグループ事業再編の結果、
工業炉燃焼装置関連事業に特化し、化学・自動車・プラントエンジニアリングなどの顧客向けに
工業用回転炉・燃料転換用装置及び燃焼系工業炉・リジェネレイティブバーナなどの拡販に努め
た結果、売上高・受注残ともに堅調に推移いたしました。
　この結果、当第１四半期の経営成績は、売上高がグループ事業再編によって連結子会社数が減
少したことを主因として前年同期比32.9％減の919,236千円、営業利益は前年同期比38.2％増の
64,090千円、経常利益は64,100千円（前年同期比は56,870千円の経常損失）、当期利益は前年同
期比13.9％減の7,740千円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
　当第１四半期末の資産合計は前連結会計年度末と比較して377,328千円減少し、4,002,705千円
となりました。これは、投資有価証券の減少275,066千円、受取手形及び売掛金の減少51,200千
円などによるものです。
　また、当第１四半期末の純資産は2,450,402千円となり、当期純利益の計上などの結果前連結会
計年度末に比べ9,831千円増加いたしました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の
55.7％から61.2％に上昇いたしました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
　事業の業績は概ね計画通りに推移しており、平成20年５月23日に公表いたしました連結業績予
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
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
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。
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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 945,836 966,112

受取手形及び売掛金 1,259,681 1,310,882

原材料 118,294 112,635

仕掛品 367,386 380,549

その他 75,324 54,603

貸倒引当金 △4,551 △5,012

流動資産合計 2,761,971 2,819,770

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 125,815 128,871

機械装置及び運搬具（純額） 11,455 12,197

土地 737,027 737,027

その他（純額） 23,159 25,574

有形固定資産合計 897,458 903,672

無形固定資産

のれん 17,740 19,104

その他 24,487 27,320

無形固定資産合計 42,227 46,425

投資その他の資産

投資有価証券 218,586 497,065

長期貸付金 1,044,000 144,000

関係会社長期貸付金 － 900,000

その他 151,880 184,539

貸倒引当金 △1,113,419 △1,115,439

投資その他の資産合計 301,047 610,166

固定資産合計 1,240,733 1,560,263

資産合計 4,002,705 4,380,034
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 471,489 474,522

未払金 93,833 －

賞与引当金 42,177 69,160

未払法人税等 51,849 117,745

その他 198,364 585,017

流動負債合計 857,714 1,246,446

固定負債

長期借入金 70,200 60,999

退職給付引当金 343,064 354,624

再評価に係る繰延税金負債 261,105 261,105

その他 20,217 16,287

固定負債合計 694,588 693,016

負債合計 1,552,302 1,939,463

純資産の部

株主資本

資本金 7,090,309 7,090,309

資本剰余金 942 942

利益剰余金 △5,024,649 △5,032,389

自己株式 △191 △191

株主資本合計 2,066,412 2,058,671

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,979 △111

土地再評価差額金 382,011 382,011

評価・換算差額等合計 383,990 381,900

純資産合計 2,450,402 2,440,571

負債純資産合計 4,002,705 4,380,034
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(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 919,236

売上原価 599,476

売上総利益 319,760

販売費及び一般管理費 255,669

営業利益 64,090

営業外収益

受取利息及び配当金 137

仕入割引 1,789

その他 2,763

営業外収益合計 4,690

営業外費用

支払利息 413

持分法による投資損失 3,413

その他 853

営業外費用合計 4,680

経常利益 64,100

特別利益

投資有価証券売却益 29,353

貸倒引当金戻入額 2,575

その他 825

特別利益合計 32,753

特別損失

保険解約損 31,644

その他 599

特別損失合計 32,243

税金等調整前四半期純利益 64,610

法人税、住民税及び事業税 59,162

法人税等調整額 △2,292

法人税等合計 56,870

四半期純利益 7,740
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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。

(3) 継続企業の前提に関する注記

当社グループは、当第１四半期連結会計年度においては、64,090千円の営業利益及び7,740千円の四半

期純利益を計上しておりますが、営業活動によるキャッシュフローは16,556千円のマイナスであり、前

連結会計年度まで当期純損失を継続して計上しておりましたため、当該状況により、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

連結財務諸表提出会社である当社は、工業炉燃焼装置関連事業への注力に取り組み営業収益力の向上

に努めました結果、連結有利子負債残高合計は70,200千円と前連結会計年度末の395,807千円から

325,607千円減少しました。

今後も引続き、黒字体質への転換を確実にするため収益改善策を実行し、財務の健全性に配慮しなが

ら業務提携などを通じ積極的な経営を目指します。

四半期連結財務諸表は継続企業の前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。
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(4) 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）

工業炉燃焼装置
製造事業
（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 917,741 1,495 919,236 ─ 919,236
(2)セグメント間の内部売上高

　 又は振替品 ─ 99,751 99,751 (99,751) ─
計 917,741 101,246 1,018,987 (99,751) 919,236

営業利益 174,356 98,385 272,741 (208,651) 64,090
 （注） １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
  ２．各区分の主な製品
　  ①工業炉燃焼装置製造事業・・・各種バーナ及び燃焼装置・各種燃焼装置並びに各種
　  工業窯炉の製造・販売
　  ②その他の事業・・・・・・・・投資事業等

　 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）

　 本邦以外の国又は地域に所在する支店又は連結子会社がないため該当事項はありません。

　 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）

A地域 B地域 その他の地域 計

Ⅰ.海外売上高（千円） 160,104 120,048 48,447 329,033

Ⅱ.連結売上高（千円） ─ ─ ─ 919,236
Ⅲ.連結売上高に占める

　 海外売上高の割合（％） 17.4 13.1 5.3 35.8
 （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．本国以外の区分に属する主な国又は地域
　  ① A地域：韓国、中国及び台湾
　  ② B地域：東南アジア
　  ③ その他の地域：中東、欧米、南米
　  ３．海外売上は、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。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考」

前第１四半期に係る財務諸表

　（要約）四半期連結損益計算書

　           （単位：千円）

科 目
前年同四半期

（自 平成19年４月 １日
　 至 平成19年６月30日）

Ⅰ 売上高 1,370,184

Ⅱ 売上原価 1,034,650

　 売上総利益 335,534

Ⅲ 販売費及び一般管理費 289,169

　 営業利益 46,364

Ⅳ 営業外収益 4,687

Ⅴ 営業外費用 107,762

　 経常損失 56,710

Ⅵ 特別利益 2,339

Ⅶ 特別損失 8,754

　 税金等調整前四半期純損失 63,125

　 税金費用 2,143

　 少数株主損失 74,254

　 四半期純利益 8,985
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