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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 24,614 ― 43 ― 5 ― 112 ―

20年3月期第2四半期 23,467 △0.6 195 △80.8 23 △97.6 △520 ―

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 2.13 1.82
20年3月期第2四半期 △9.81 ―

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 69,838 28,591 40.9 539.30
20年3月期 72,362 28,779 39.8 542.77

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  28,591百万円 20年3月期  28,779百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 3.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.50 7.00

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 54,500 9.2 1,750 34.4 1,450 458.7 1,000 ― 18.86

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「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「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.上記の業績予想につきましては、平成20年４月28日に公表しました内容から変更しております。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、添付資料の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 をご参照ください。 
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  53,167,798株 20年3月期  53,167,798株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  151,340株 20年3月期  143,701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  53,021,651株 20年3月期第2四半期  53,028,815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2四半期におけるわが国経済は、昨年度から続く原油をはじめとする原材料価格の高騰に加え、米国に端を発し

た世界的な金融市場の混乱や個人消費の低迷などにより景気の先行き不透明感が拡がってまいりました。

こうした状況の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、航空機関連での減少はありましたものの、

熱交換器及びプラズマプロセス装置を主体に、前年同期と比べ1,146百万円増加し、24,614百万円となりました。営業

利益につきましては、為替水準が円高で推移し、又、原材料価格上昇や体制強化に伴う固定費の増加等がありました

ものの、拡販及びコスト合理化に努めました結果、151百万円の減少にとどまる43百万円となりました。また、営業外

損益におきまして、持分法投資利益が増加しましたことにより、経常利益は、前年同期に比べ18百万円減少の5百万円

となりました。法人税等を調整後の第２四半期純利益につきましては、112百万円となっております。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、手元資金の圧縮などを中心に前期末と比べて2,523百万円減少し、69,838百万円となり

ました。また負債合計は、前期末に比べ2,335百万円減少し、41,247百万円となりました。なお、純資産は28,591百万

円となり、自己資本比率は前期末に比べ1.1ポイント増加し、40.9％となっております。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前回予想と同水準であったものの、損益は販売構成の

変動などにより前回予想を下回りました。

　また、通期の業績におきましては、航空機向け需要の減少に伴い、売上高、営業利益、経常利益につきまして前回

予想を若干下回る見通しであります。

 

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

　固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用している資産について、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）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。

・棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当連結会計年度より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、こ

の変更による損益への影響はありません。

・当連結会計年度より「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」（実務対応報

告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。なお、この変更による損益への影響は軽微であ

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 3,620 6,890

受取手形及び売掛金 19,033 19,990

製品 1,525 1,525

半製品 2,336 2,267

原材料 6,242 6,240

仕掛品 10,693 9,614

貯蔵品 12 13

その他 3,913 3,808

貸倒引当金 △1 △3

流動資産合計 47,376 50,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,308 7,413

その他（純額） 10,227 9,270

有形固定資産合計 17,536 16,683

無形固定資産   

のれん 337 356

その他 264 247

無形固定資産合計 602 603

投資その他の資産 4,323 4,727

固定資産合計 22,462 22,015

資産合計 69,838 72,362

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,136 9,862

短期借入金 13,848 14,071

1年内返済予定の長期借入金 1,408 827

未払法人税等 93 80

賞与引当金 1,295 1,305

その他 3,504 6,127

流動負債合計 30,286 32,274

固定負債   

新株予約権付社債 4,995 4,995

長期借入金 5,376 5,697

退職給付引当金 414 435

その他 175 180

固定負債合計 10,960 11,307

負債合計 41,247 43,582



（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 10,311 10,311

資本剰余金 11,332 11,332

利益剰余金 6,110 6,186

自己株式 △67 △65

株主資本合計 27,687 27,766

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 289 345

為替換算調整勘定 614 668

評価・換算差額等合計 903 1,013

純資産合計 28,591 28,779

負債純資産合計 69,838 72,362



（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 24,614

売上原価 19,577

売上総利益 5,037

販売費及び一般管理費 4,993

営業利益 43

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 28

持分法による投資利益 250

その他 68

営業外収益合計 360

営業外費用  

支払利息 272

固定資産除却損 39

為替差損 31

その他 55

営業外費用合計 398

経常利益 5

税金等調整前四半期純利益 5

法人税、住民税及び事業税 51

法人税等調整額 △158

法人税等合計 △107

四半期純利益 112



（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 5

減価償却費 1,127

のれん償却額 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 272

為替差損益（△は益） 167

持分法による投資損益（△は益） △250

固定資産除却損 39

売上債権の増減額（△は増加） 513

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,261

仕入債務の増減額（△は減少） 225

その他の資産の増減額（△は増加） 368

その他の負債の増減額（△は減少） △1,638

小計 △485

利息及び配当金の受取額 32

利息の支払額 △273

法人税等の還付額 89

法人税等の支払額 △55

営業活動によるキャッシュ・フロー △692

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 △2,752

無形固定資産の取得による支出 △48

投資有価証券の取得による支出 △74

投資有価証券の売却による収入 14

その他 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,837

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） 177

長期借入れによる収入 350

長期借入金の返済による支出 △91

自己株式の純増減額（△は増加） △2

配当金の支払額 △185

財務活動によるキャッシュ・フロー 248

現金及び現金同等物に係る換算差額 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,270

現金及び現金同等物の期首残高 6,872

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,602



 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）

航空宇宙油機事業
（百万円）

熱交換器その他
の産業機器事業
（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
10,002 14,612 24,614 ― 24,614

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高　
― ― ― ― ―

　計 10,002 14,612 24,614 ― 24,614

営業利益 △875 919 43 ― 43

〔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）

日本
（百万円）

その他の地域
（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
21,398 3,215 24,614 ― 24,614

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替高　

　

152 101 253 (253) ―

計　 21,551 3,316 24,868 (253) 24,614

営業利益 △81 124 43 ― 43

〔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）

 北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,938 3,146 5,866 12 12,965

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 24,614

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
16.0 12.8 23.8 0.1 52.7

 

（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。



６．その他の情報

 

 

「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  23,467 100.0

Ⅱ　売上原価  18,717 79.8

売上総利益  4,749 20.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費  4,554 19.4

営業利益  195 0.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 11   

２．受取配当金 31   

３．持分法による投資利益　 136   

４. その他　 23 203 0.9

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 237   

２．固定資産廃却損 5   

３．為替差損 111   

４. その他　 19 374 1.6

経常利益  23 0.1

税金等調整前中間純利益  23 0.1

法人税、住民税及び事業税 519   

法人税等調整額 24 544 2.3

中間純損失  520 △2.2



（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 23

減価償却費　 901

賞与引当金の増減額（減
少：△）　

24

退職給付引当金の増減額
（減少：△）　　

△12

受取利息及び受取配当金 △42

支払利息　 237

為替差損益（差益：△）　
　　

111

持分法による投資損益　
（利益：△）　　　

△136

固定資産廃却損　 5

売上債権の増減額（増加：
△）　　

△2,310

たな卸資産の増減額（増
加：△）　　　

△2,043

仕入債務の増減額（減少：
△）　　　

925

その他の資産の増減額（増
加：△）　　　

△616

その他の負債の増減額（減
少：△）　　　

△244

小計 △3,175

利息及び配当金の受取額　 38

利息の支払額　 △239

法人税等の支払額　 △555

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△3,932

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　

△1,443

無形固定資産の取得による
支出　　

△70

投資有価証券の取得による
支出　　

△179

その他　 10

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△1,683



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）

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（減
少：△）　　　　

3,181

長期借入れによる収入　 700

長期借入金の返済による支
出　

△1,391

自己株式の取得による支出
（純額）　　　　　　　

△6

配当金の支払額　 △238

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,245

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

21

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）　　　　

△3,348

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

6,055

Ⅶ　連結子会社の増加に伴う現金
及び現金同等物の増加額

110

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

2,817



（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）

航空宇宙油機
事業

（百万円）

熱交換器その
他の産業機器

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 11,220 12,247 23,467 ― 23,467

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ―

計 11,220 12,247 23,467 ― 23,467

営業費用 11,048 12,224 23,272 ― 23,272

営業利益 171 23 195 ― 195

　　

〔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）

　　　　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。

〔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）

 北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,077 2,445 1,577 119 7,219

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － － － 23,467

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
13.1 10.5 6.7 0.5 30.8
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