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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 21,763 ― 1,367 ― 1,150 ― 669 ―

20年3月期第2四半期 21,734 34.8 937 58.5 590 472.3 2,332 ―

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 8.47 ―

20年3月期第2四半期 29.49 ―

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 49,942 19,519 39.1 246.80
20年3月期 54,326 20,253 37.3 256.07

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  19,519百万円 20年3月期  20,253百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 5.00

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  有  
 

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 55,000 10.6 3,700 9.1 3,200 21.8 1,950 △47.3 24.66

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、3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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異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。  

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  79,139,500株 20年3月期  79,139,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  49,618株 20年3月期  46,788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  79,091,239株 20年3月期第2四半期  79,097,732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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰による企業収益の減少と、米国を

はじめとする世界経済の減速による輸出の鈍化により、民間設備投資が抑制され、また、資源価格高騰による物

価高を背景に個人消費も低迷する等、景気は後退色を強めながら推移しました。 

 このような事業環境の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間における売上高は、 百万円とな

り、損益面におきましては、コスト低減による売上原価率の改善等があり、営業利益 百万円、経常利益

百万円、四半期純利益 百万円となりました。 

 なお、当社グループでは、売上高が上半期に比べ下半期に、また、第２四半期連結会計期間末及び連結会計期

間末に偏る傾向があります。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

エンジニアリング事業については、売上高は13,729百万円、営業利益は22百万円となりました。 

単体機械事業については、売上高は8,033百万円、営業利益は1,344百万円となりました。 

   

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、受注残高が増加したことにより、たな卸資産が増加しましたが、売

上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金の残高が減少したこと、株価下落により時価のある有価証券の評価差

額が減少したこと等により、49,942百万円となり、前連結会計年度末に比べ、4,384百万円の減少となりました。

 負債については、前受金の増加等がありましたが、借入金の返済、法人税等の支払いを行った結果、前連結会

計年度末に比べ、3,650百万円の減少となりました。  

 純資産については、四半期純利益の計上により、利益剰余金が増加いたしましたが、投資有価証券評価差額金

が減少した結果、前連結会計年度末に比べ、733百万円の減少となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により獲得

した資金を、借入金の返済、固定資産の取得等に使用した結果、前連結会計年度末に比べ、594百万円減少し、

7,825百万円となりました。  

（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、3,262百万円となりました。たな卸資産の増加（1,572百万円）、法人税等の

支払（996百万円）に資金を使用しましたが、税金等調整前四半期純利益（1,150百万円）に加え、売上債権の回

収（4,313百万円）が進んだこと等により資金が増加したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、488百万円となりました。これは主に、固定資産の取得（558百万円）に使用

したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動に使用した資金は、3,396百万円となりました。これは主に、借入金の返済（3,000百万円）、配当金

の支払い（395百万円）によるものであります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済動向につきましては、米国発の金融危機の世界経済への波及による輸出減速と、円高、株安等に伴

う企業収益圧迫により、設備や雇用に過剰感が広まっており、また物価高による消費者心理の悪化もあり、景気

は後退色が一段と鮮明になっており、予断を許さない状況にあります。 

 業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間の業績は、平成20年10月30日に発表の「業績予想の修正に

関するお知らせ」に記載のとおり、営業利益、経常利益、四半期純利益は当初の予想を上回る数値となりました

が、上記の経済動向を鑑み、通期の連結業績予想につきましては、売上高及び営業利益につきましては、据え置

き、経常利益及び当期純利益につきましては、第２四半期連結累計期間までの営業外収益の増加を織り込み、そ

れぞれ100百万円及び50百万円の増加を見込んでおります。 

（連結業績予想） 

21,763

1,367

1,150 669

  金額（百万円） 増減率（％）

 売 上 高  55,000  10.6

 営 業 利 益  3,700  9.1

 経 常 利 益  3,200  21.8

 当 期 純 利 益  1,950  △47.3
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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 

 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 

①会計基準の改正に伴う変更 

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．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品、材料貯蔵品については、移動平均法による

原価法、仕掛品については、個別法による原価法によっておりましたが、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、

製品、材料貯蔵品については、移動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簿

価切下げの方法）、仕掛品については、個別法による原価法（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。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

80百万円減少しております。 

  

②追加情報 

１．当社及び連結子会社は、法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、機械装置の耐用年

数を４～13年から４～９年に変更しております。 

 なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間の減価償却費は40百

万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ40百万円減少しております。 
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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：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 7,826 8,421

受取手形及び売掛金 18,439 22,744

製品 583 527

仕掛品 4,730 3,510

材料貯蔵品 1,523 1,227

その他 1,169 774

貸倒引当金 △38 △36

流動資産合計 34,235 37,168

固定資産   

有形固定資産 5,116 4,980

無形固定資産 690 755

投資その他の資産   

投資有価証券 9,312 11,033

その他 647 467

貸倒引当金 △60 △78

投資その他の資産合計 9,900 11,422

固定資産合計 15,707 17,158

資産合計 49,942 54,326

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,069 14,240

短期借入金 3,000 6,000

未払法人税等 514 993

前受金 2,649 2,208

賞与引当金 768 684

完成工事補償引当金 127 129

受注工事損失引当金 29 126

その他 885 989

流動負債合計 22,043 25,372

固定負債   

長期借入金 2,947 2,947

退職給付引当金 5,204 5,026

役員退職慰労引当金 227 194

その他 0 532

固定負債合計 8,379 8,701

負債合計 30,423 34,073
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,202 4,202

利益剰余金 8,774 8,490

自己株式 △12 △11

株主資本合計 16,922 16,639

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,596 3,613

評価・換算差額等合計 2,596 3,613

純資産合計 19,519 20,253

負債純資産合計 49,942 54,326
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（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 21,763

売上原価 17,517

売上総利益 4,246

販売費及び一般管理費 2,879

営業利益 1,367

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 141

その他 44

営業外収益合計 187

営業外費用  

支払利息 62

退職給付会計基準変更時差異の処理額 251

その他 89

営業外費用合計 404

経常利益 1,150

税金等調整前四半期純利益 1,150

法人税、住民税及び事業税 520

法人税等調整額 △40

法人税等合計 480

四半期純利益 669
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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利益 1,150

減価償却費 427

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16

賞与引当金の増減額（△は減少） 77

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △2

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △96

退職給付引当金の増減額（△は減少） 175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 32

受取利息及び受取配当金 △142

支払利息 62

売上債権の増減額（△は増加） 4,313

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,572

前渡金の増減額（△は増加） △428

仕入債務の増減額（△は減少） △171

前受金の増減額（△は減少） 441

その他 △11

小計 4,180

利息及び配当金の受取額 142

利息の支払額 △63

法人税等の支払額 △996

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,262

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △558

固定資産の売却による収入 6

投資有価証券の取得による支出 △2

長期貸付けによる支出 △2

長期貸付金の回収による収入 29

その他 38

投資活動によるキャッシュ・フロー △488

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） △3,000

配当金の支払額 △395

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,396

現金及び現金同等物に係る換算差額 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △614

現金及び現金同等物の期首残高 8,420

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,825
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用しているエンジニアリング事業、単体機械事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．会計処理の方法の変更 

 棚卸資産の評価に関する会計基準 

 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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累

計期間の営業利益が単体機械事業で80百万円減少しております。 

４．追加情報 

 第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益がエンジニアリング事業で7百万円、単体機

械事業で33百万円それぞれ減少しております。 

  

  
エンジニアリ
ング事業 
（百万円） 

単体機械事業
（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  13,729  8,033  21,763  －  21,763

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  13,729  8,033  21,763 （－）  21,763

営業損益  22  1,344  1,367 （－）  1,367

事業区分 主要製品

エンジニアリング事業 
都市ガス・石油関連プラント、各種化学工業用プラント、水素製造装置、

下水処理装置、産業排水処理装置、各種水処理装置等 

単体機械事業 
油清浄機、各種分離機・ろ過機、海水取水用除塵設備、半導体排ガス除害

装置、攪拌機等 

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する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） 

海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（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） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    21,734  100.0

Ⅱ 売上原価    18,051  83.1

売上総利益    3,682  16.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    2,745  12.6

営業利益    937  4.3

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  0     

２．受取配当金  103     

３．雑収益  11  115  0.5

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  58     

２．退職給付会計基準変更時
差異償却  332     

３．雑損失  70  461  2.1

経常利益    590  2.7

Ⅵ 特別利益       

１．厚生年金基金代行返上益  3,324  3,324  15.3

税金等調整前中間純利益        3,915  18.0

法人税、住民税及び事業
税  214            

法人税等調整額  1,368  1,583  7.3

中間純利益        2,332  10.7
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

区分 金額（百万円）

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利益  3,915

減価償却費  347

貸倒引当金の増加額  1

役員賞与引当金の減少額 △47

工事補償引当金の減少額 △25

受注工事損失引当金の増加額  64

退職給付引当金の減少額 △3,026

役員退職慰労引当金の増加額  14

受取利息及び配当金 △104

支払利息  58

売上債権の増加額 △599

たな卸資産の増加額 △1,673

前渡金の増加額 △9

仕入債務の減少額 △794

前受金の増加額  1,517

破産更生債権等の減少額  1

その他 △30

小計 △390

利息及び配当金の受取額  104

利息の支払額 △58

法人税等の支払額 △1,148

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,493

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △457

投資有価証券の取得による支出 △39

長期貸付金の貸付による支出 △0

長期貸付金の回収による収入  2

その他  7

投資活動によるキャッシュ・フロー △488

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額  1,000

長期借入れによる収入  2,000

配当金の支払額 △197

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,800

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  806

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,408

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  7,215
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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） 

  

   

  
エンジニアリ
ング事業 
（百万円） 

単体機械事業
（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  14,718  7,015  21,734  －  21,734

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  14,718  7,015  21,734 （－）  21,734

営業費用  15,183  5,613  20,797 （－）  20,797

営業損益  △465  1,402  937 （－）  937

〔所在地別セグメント情報〕 

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） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

〔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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

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。 

(1)東南アジア：台湾、韓国、中国、タイ 

(2)その他：オランダ、イタリア 

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、連結会社間の内部売

上高を除く）であります。  

  

  東南アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,523  24  2,548

Ⅱ 連結売上高（百万円）      21,734

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 11.6  0.1  11.7
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