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1. 平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 78,670 ― △4,695 ― △5,565 ― △4,155 ―
20年3月期第2四半期 73,852 1.9 △4,452 ― △5,310 ― △3,437 ―

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2四半期 △18.29 ―
20年3月期第2四半期 △15.13 ―

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2四半期 222,761 53,238 22.9 224.80
20年3月期 236,414 60,175 24.5 255.31

（参考） 自己資本 21年3月期第2四半期 51,062百万円 20年3月期 58,002百万円

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 6.00

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）
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 205,000 0.7 6,500 △14.3 5,000 △4.2 2,000 △16.8 8.80

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
１．本資料記載の業績予想は、当社が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、実績の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。なお、業績予想に関する事項については、4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ください。
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2四半期 227,637,704株 20年3月期 227,637,704株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 492,319株 20年3月期 457,971株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期 227,170,208株 20年3月期第2四半期 227,206,808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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融

不安の影響や、原油・原材料価格の高騰により企業業績が悪化、設備投資が減速し、また物価上昇により個

人消費が冷え込む等、景気の後退懸念が高まりました。 

 このような情勢の中、当社グループでは最終年度である３年目を迎えた中期経営計画「バリューアッププ

ラン」を着実に実行し、成長市場・分野に向けて製品・サービスを拡充するとともに、あらゆる原価低減を

推進し、グループを挙げて収益力の強化を図っております。 

 当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高につきましては新本社ThinkPark Tower（東京都品川区

大崎）の賃貸開始（平成19年10月25日）や大口物件の売上計上等があり、連結売上高が前年同期比6.5％増

の786億7千万円となりました。 

 一方、損益につきましては、原材料価格高騰や会計基準変更に伴う棚卸資産の評価損計上の影響等により、

営業損失は46億9千5百万円（前年同期比2億4千2百万円悪化）、経常損失は55億6千5百万円（前年同期比2

億5千4百万円悪化）、四半期純損失は41億5千5百万円（前年同期比7億1千8百万円悪化）となりました。 

セグメント別の状況は次の通りです。（下記の売上高にはセグメント間取引を含んでおります。） 

【社会システム事業分野】 

 大口物件の売上計上等により売上高は増加しましたが、原材料価格高騰や評価損・費用増等により収益性

が悪化しました。この結果、社会システム事業分野全体で売上高は前年同期比16.4％増の425億1千7百万円

となり、営業損失は37億4千6百万円となりました。 

 （電力・施設事業関連） 

 国内市場では電力会社向けや公共施設向け等の電気設備の需要が、予算削減の影響を受けて引き続き厳し

い状況にありますが、需要が見込まれる電気二重層キャパシタ式瞬時電圧低下補償装置や鉄道向けの受変電

機器等の拡販を図るため、当社では、全社横断的なプロジェクトである電力変換事業戦略プロジェクト及び

電鉄プロジェクトによる活動を推進しており、受注から開発・生産・サービスまでの一貫した納入体制で市

場拡大に取り組んでおります。 

 （環境・社会事業関連） 

 公共投資の削減の影響等により需要は減少傾向にありますが、浄水場・下水処理場向け電気設備のリプレ

ースを中心に受注拡大に取り組んでおります。本事業では、浄水場・下水処理場の維持管理受託事業やＰＦ

Ｉ（民間資金等の活用による公共施設等の整備）事業の受注に注力する他、自家用水道システム（WATERCUBE）

等新製品の受注拡大にも努め、事業領域の拡大に取り組んでおります。 

 （国際事業関連） 

 昨年に引続き中近東の電力、電鉄向けの変電設備の需要は旺盛で、大口の受注獲得に成功しました。その

他米国向けガスタ－ビン用発電機の販売も好調に推移し、加えて太陽光発電用の交直変換装置（パワーコン

ディショナ）等の新しい製品も順調に販売を伸ばしております。しかしながら、世界的な景気の急激な落ち

込みにより東南アジア・中国での設備投資意欲が落ち込み、計画の先送り等が目立つ様になり、当第二四半

期からその影響が出始めております。 

【産業システム事業分野】 

 企業業績の伸び悩みの中、特に半導体関連企業等の設備投資に減速感が出ており、事業環境は悪化してお 

 



 

ります。情報通信事業関連の売上減が大きく影響し、産業システム事業分野全体の売上高は前年同期比6.3％ 

減の259億8千1百万円となり、営業利益は2億4千万円となりました。 

（情報通信事業関連） 

 主要な納入分野である半導体製造装置向けの情報通信機器製品やパルス電源装置等の製品の販売は、半導

体市場の回復が遅れており、その影響を受けています。それを補うべく非半導体分野への積極的受注活動や

太陽光発電装置製造装置向けへの真空コンデンサの拡販など新規用途向け開拓を積極的に展開しています。 

 （電機システム事業関連） 

 主力製品であるモータ・インバータは、エレベータ、射出成形機、繊維機械向け等販売は、国内、海外の

景気減速の影響がでていますが、地球環境への関心の高まりから電動フォークリフト向けの需要は堅調な伸

びを示しております。また、電気自動車用モータ・インバータの量産試作が市販車搭載に向けて最終段階を

迎えるなど、事業拡大のための新たな用途開拓も積極的に進めております。 

 （動力計測システム事業関連） 

 自動車業界では販売台数に一部かげりはあるものの、ディーゼル排気ガス対策設備など研究開発投資は旺

盛です。このため各種試験装置（ダイナモメータ）の競争力向上を図り、国内自動車メーカ向けを中心に販

売を更に強化しております。また、海外市場での新規事業展開の一環として北米において自動車産業向け実

験請負事業を開始するなど、事業のグローバル化のための施策も積極的に展開しております。 

【エンジニアリング事業分野】 

 売上物件の翌期へのずれ込み等により、売上高は前年同期比3.5％減の70億1千5百万円となり、営業損失

は13億1千6百万円となりました。 

 （重電技術サービス関連） 

 通常の電気設備の保守・点検は競争が激化してきているため、サービスに付加価値をつけるべく、省エネ

対策、老朽化設備の劣化診断による延命化・更新や、お客様にメリットのある提案活動に積極的に取り組ん

でおります。 

 （半導体製造装置技術サービス関連） 

 半導体市場の回復遅れはありますが、お客様に密着したサービスが提供できるよう、サービス体制の見直

しを行っており、半導体製造ラインの保守請負業務が拡大してきております。また、半導体製造装置の中古

機再生サービスでも売上を増やすことができ、収益力向上に寄与すべく取り組みました。 

【不動産事業分野】 

 当社と株式会社世界貿易センタービルディングとの共同事業である業務・商業ビルThinkPark Tower（東

京都品川区大崎）を中心として保有不動産の賃貸事業を行っており、同ビルが平成19年10月25日にグランド

オープンしたことにより、売上高は前年同期比775.2％増の13億9千万円となり、営業利益は4億6千7百万円

となりました。 

【その他の事業分野】 

 その他の事業分野では、事業分野を問わない販売会社、従業員の福利厚生サービス、経理業務受託会社な

どが含まれております。売上高は前年同期比5.0％減の134億2千4百万円となり、営業利益は1億4千8百万円

となりました。 

 

※前年同四半期増減率及び増減額は参考として記載しております。 

 



 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比（以降、前期末比）136億5千3百万円減の

2,227億6千1百万円となりました。この主な要因は、売上債権の回収による売掛金の減少によるものであり

ます。  

借入金及びコマーシャルペーパーは、前期末比18億8千2百万円増の748億9千9百万円となりました。純資

産は、四半期純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少、株式市場低迷等による評価・換算差

額等の減少を主要因として前期末比69億3千6百万円減の532億3千8百万円となり、自己資本比率は22.9％と

なりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の業績見通しにつきましては、平成20年10月20日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」のとお

りであります。 

 

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 

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。 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

 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 

(会計処理基準に関する事項の変更) 

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 

「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。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ7億3百万円増加しておりま

す。 

③ 「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」の適用 

「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、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

なお、これによる四半期連結財務諸表にあたえる影響は軽微であります。 

 



 

（追加情報） 

① 重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この結果、従来と同一の方法によった場合と比べて減価償却費は2億2千3百万円増加し、営業損失、経常

損失及び、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ同額増加しております。 



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 7,560 10,283

受取手形及び売掛金 50,700 72,382

商品及び製品 9,364 9,122

原材料及び貯蔵品 2,237 1,647

仕掛品 34,751 26,460

繰延税金資産 5,048 2,829

その他 9,550 9,362

貸倒引当金 △1,202 △915

流動資産合計 118,011 131,174

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 44,333 44,607

機械装置及び運搬具（純額） 9,533 9,073

土地 8,284 8,210

建設仮勘定 1,124 1,532

その他（純額） 3,204 3,397

有形固定資産合計 66,480 66,822

無形固定資産   

のれん 41 －

その他 3,394 3,520

無形固定資産合計 3,435 3,520

投資その他の資産   

投資有価証券 27,719 29,469

長期貸付金 414 422

繰延税金資産 3,257 1,884

その他 3,528 3,216

貸倒引当金 △86 △95

投資その他の資産合計 34,834 34,897

固定資産合計 104,750 105,240

資産合計 222,761 236,414



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 29,218 41,237

短期借入金 19,657 16,783

コマーシャル・ペーパー 30,000 30,000

未払法人税等 353 1,166

前受金 21,066 13,391

賞与引当金 5,071 4,914

役員賞与引当金 － 53

製品保証引当金 52 28

受注損失引当金 540 －

その他 16,096 21,179

流動負債合計 122,058 128,756

固定負債   

長期借入金 25,241 26,232

退職給付引当金 18,239 17,193

役員退職慰労引当金 192 152

環境対策引当金 564 567

繰延税金負債 － 29

その他 3,227 3,307

固定負債合計 47,464 47,483

負債合計 169,522 176,239

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,070 17,070

資本剰余金 13,204 13,204

利益剰余金 16,107 21,625

自己株式 △87 △76

株主資本合計 46,294 51,823

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,943 6,241

繰延ヘッジ損益 △72 △65

為替換算調整勘定 △103 2

評価・換算差額等合計 4,767 6,178

少数株主持分 2,175 2,173

純資産合計 53,238 60,175

負債純資産合計 222,761 236,414



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 78,670

売上原価 65,160

売上総利益 13,510

販売費及び一般管理費 18,205

営業損失（△） △4,695

営業外収益  

受取利息 43

受取配当金 317

受取賃貸料 372

持分法による投資利益 63

その他 489

営業外収益合計 1,287

営業外費用  

支払利息 565

出向者関係費 571

減価償却費 418

その他 601

営業外費用合計 2,157

経常損失（△） △5,565

特別利益  

投資有価証券売却益 10

貸倒引当金戻入額 8

特別利益合計 18

特別損失  

関係会社株式評価損 9

投資有価証券評価損 37

貸倒引当金繰入額 310

その他 654

特別損失合計 1,011

税金等調整前四半期純損失（△） △6,558

法人税、住民税及び事業税 201

法人税等調整額 △2,718

少数株主利益 113

四半期純損失（△） △4,155



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △6,558

減価償却費 3,735

のれん償却額 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 247

賞与引当金の増減額（△は減少） 159

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,046

受注損失引当金の増減額（△は減少） 540

受取利息及び受取配当金 △360

支払利息 565

持分法による投資損益（△は益） △63

投資有価証券評価損益（△は益） 37

投資有価証券売却損益（△は益） △10

売上債権の増減額（△は増加） 29,566

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,174

仕入債務の増減額（△は減少） △14,169

その他 △1,864

小計 3,701

利息及び配当金の受取額 379

利息の支払額 △585

法人税等の支払額 △1,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,057

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 △3,642

有形固定資産の売却による収入 13

投資有価証券の取得による支出 △420

投資有価証券の売却による収入 20

その他 △1,593

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,622

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） 3,200

長期借入金の返済による支出 △1,333

自己株式の取得による支出 △13

配当金の支払額 △1,015

その他 100

財務活動によるキャッシュ・フロー 939

現金及び現金同等物に係る換算差額 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,703

現金及び現金同等物の期首残高 10,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,464



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２四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）

社会
システム

事業

産業
システム

事業

エンジニア
リング
事業

不動産
事業

その他 計
消去又は
全社

連結

39,820 23,220 6,747 1,259 7,621 78,670 － 78,670

2,696 2,760 267 131 5,802 11,659 △ 11,659 －

42,517 25,981 7,015 1,390 13,424 90,329 △ 11,659 78,670

△ 3,746 240 △ 1,316 467 148 △ 4,207 △ 488 △ 4,695

【海外売上高】

当第２四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年9月30日）

　Ⅰ　海外売上高

　Ⅱ　連結売上高

　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(%)

（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。

  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

(単位：百万円）

(単位：百万円）

　　　営業利益

 売上高

　　　　計

　　（２）セグメント間の内部売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高

16.4

アジア

　　　　　又は振替高

その他の地域 計

12,879 2,055

2.6

14,935

78,670

19.0



【参考資料】

  前年同四半期にかかる財務諸表

Ⅰ 売上高 73,852

Ⅱ 売上原価 60,671

売上総利益 13,180

Ⅲ 販売費及び一般管理費 17,633

営業損失(△） △ 4,452

Ⅳ 営業外収益 1,166

Ⅴ 営業外費用 2,024

経常損失(△） △ 5,310

Ⅵ 特別利益 270

Ⅶ 特別損失 705

税金等調整前中間純損失(△） △ 5,745

法人税、住民税及び事業税 192

法人税等調整額 △ 2,531

少数株主利益 31

中間純損失(△） △ 3,437

区分 金　　額

　（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

　（自　平成19年４月１日

 　 至　平成19年９月30日）

(単位：百万円）



（２）　中間連結キャッシュ・フロー計算書

  (自  平成19年４月１日 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー

税金等調整前中間純損失（△） △ 5,745

減価償却費 2,689

持分法投資損益（△は益） △ 287

引当金の増減額 786

売上債権の増減額 27,503

たな卸資産の増減額（△は増加） △ 15,557

仕入債務の増減額（△は減少） △ 10,795

その他 △ 4,955

営業活動によるキャッシュフロー △ 6,362

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 △ 8,007

有形固定資産の売却による収入 65

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △ 156

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 259

その他 △ 705

投資活動によるキャッシュフロー △ 8,544

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 5,368

コマーシャルペーパーの純増減額 10,000

長期借入れによる収入 780

長期借入金の返済による支出 △ 958

配当金の支払額 △ 1,124

その他 17

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,083

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 115

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 707

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,486

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 13

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,791

　至　平成19年９月30日）

（単位：百万円）

     前中間連結会計期間　    



(３)セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

　　前中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日） （単位：百万円）

社会
システム

事業

産業
システム

事業

エンジニア
リング
事業

不動産
事業

その他 計
消去
又は
全社

連結

33,738 24,952 7,008 26 8,126 73,852 - 73,852

2,790 2,786 264 132 6,008 11,982 △ 11,982 -

36,528 27,738 7,273 158 14,135 85,834 △ 11,982 73,852

△ 3,542 347 △ 916 57 236 △ 3,817 △ 634 △ 4,452

（注）従来、その他の事業に含めていた不動産事業については、重要性が高まったことに伴い、個別表示しており、前第２四半期連結累計期間については、

　　　その他事業に含まれていた不動産事業の売上高、営業費用及び営業利益を個別表示しています。

　【海外売上高】

　　前中間連結会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日） （単位：百万円）

　Ⅰ　海外売上高

　Ⅱ　連結売上高

　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

計

16,780

73,852

22.720.8

アジア その他の地域

15,382 1,397

1.9

(1) 外部顧客に対する売上高

(2) セグメント間の内部売上高

　　　営業利益又は営業損失（△）

        売上高

　　　　計

　　　　又は振替高
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