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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 19,858 ― 796 ― 1,051 ― 651 ―

20年3月期第2四半期 18,806 51.6 736 ― 742 ― 395 ―

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 25.31 25.31
20年3月期第2四半期 15.33 ―

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 61,081 25,264 41.3 980.90
20年3月期 62,076 26,030 41.9 1,010.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  25,254百万円 20年3月期  26,017百万円

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 ― 7.00 ― 8.00 15.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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 48,000 1.5 2,800 5.9 3,000 16.9 1,800 27.6 69.91

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。］  

(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、３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.平成20年５月14日発表の連結業績予想を修正しておりません。 
  上記の予想は、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。 
 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 有

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  29,889,079株 20年3月期  29,889,079株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,143,076株 20年3月期  4,140,774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  25,747,183株 20年3月期第2四半期  25,750,039株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とした世界的

な金融不安の影響、原油高や原材料価格の高止まりなどにより、景気の後退感が強まってきました。 
  
当ポンプ業界におきましては、海外向けの水資源・エネルギー関連需要が拡大したものの、依然として

公共投資が低調で、また景気の後退感が強まり民間設備投資への慎重さが増すなどの影響により、受注競
争が一段と熾烈化し厳しい状況で推移しました。 
  
当社グループの当第２四半期連結累計期間の受注高は27,802百万円（前年同期比4,233百万円減少）と

なりました。これを需要先別にみますと官公需は6,576百万円（前年同期比3,375百万円減少）、国内民需
は2,983百万円（前年同期比11百万円減少）、海外需要は18,242百万円（前年同期比846百万円減少）とな
っております。   
  
当第２四半期連結累計期間の売上高は、前記海外向けの需要拡大により19,858百万円（前年同期比

1,052百万円増加）を計上し、当第２四半期の受注残高は57,152百万円（前年同期比1,764百万円減少）と
なりました。 
  
収益面につきましては、当第２四半期連結累計期間の営業利益は796百万円（前年同期比60百万円増

加）、経常利益は1,051百万円（前年同期比309百万円増加）、四半期純利益は651百万円（前年同期比256
百万円増加）となりました。  

  
なお、前年同期比増減額は参考として記載しております。 

  

  
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ995百万円減少し61,081百万

円となりました。これは主に、棚卸資産の増加（前連結会計年度比2,720百万円増加）はありましたが、
前連結会計年度末に売上高の増加に伴い増加していた受取手形及び売掛金が減少（前連結会計年度比
1,900百万円減少）したこと及び株価下落に伴い時価評価後の投資有価証券が減少（前連結会計年度比
1,496百万円減少）した結果、流動資産は増加したものの固定資産が減少したことによるものでありま
す。 
  
負債は、前連結会計年度末に比べ228百万円減少し35,816百万円となりました。これは支払手形及び買

掛金が減少（前連結会計年度比2,566百万円減少）したものの前受金が増加（前連結会計年度比2,494百万
円増加）したことなどによるものであります。 
  
純資産については、前連結会計年度末に比べ766百万円減少し25,264百万円となりました。これは時価

評価に係るその他有価証券評価差額金が減少（前連結会計年度比971百万円減少）したこと及び為替換算
調整勘定が減少（前連結会計年度比244百万円減少）したことなどによるものであります。 

  

  
今後の見通しにつきましては、米国に端を発した金融不安を背景に世界経済が減速し、外需に支えられ

てきた国内景気は減速傾向が一層強まると予想されます。 
  
このような状況下、当ポンプ業界は厳しい経営環境下におかれるものと予想されますが、当社グループ

といたしましては、期初に定めた経営目標を実現するためイノベーションとグローバル化を更に推進し、
企業行動指針の第一に掲げておりますお客様の立場で考え行動する経営を行う所存であります。 
  
なお、平成20年５月14日の「決算短信」にて発表いたしました業績予想は修正しておりません。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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① 当第２四半期連結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、前連結会計年度末
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 税金費用の計算に関しては、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用
しております。 

  

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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
  「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
性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 
  

③ リース取引に関する会計基準の適用 
  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第
１四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理
に変更しております。 

  また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出
する方法によっております。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に44百万円計上されて
おり、これによる損益に与える影響はありません。 

  
  
  

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

(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
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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 3,592 4,691

受取手形及び売掛金 17,644 19,545

有価証券 6 7

商品及び製品 173 157

仕掛品 11,381 8,973

原材料及び貯蔵品 1,081 784

その他 4,669 4,145

貸倒引当金 △4 △9

流動資産合計 38,545 38,295

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,497 2,485

機械及び装置（純額） 2,626 2,623

土地 1,465 1,465

その他 395 551

有形固定資産合計 6,985 7,125

無形固定資産 54 62

投資その他の資産

投資有価証券 13,683 15,179

その他 1,865 1,466

貸倒引当金 △53 △53

投資その他の資産合計 15,495 16,593

固定資産合計 22,535 23,781

資産合計 61,081 62,076
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,393 12,960

短期借入金 6,489 6,199

未払法人税等 373 645

前受金 6,369 3,875

賞与引当金 666 732

製品保証引当金 622 433

工事損失引当金 1,279 1,024

その他 1,610 1,460

流動負債合計 27,805 27,330

固定負債

長期借入金 4,292 4,332

退職給付引当金 1,970 1,969

繰延税金負債 1,027 1,690

その他 720 722

固定負債合計 8,011 8,715

負債合計 35,816 36,045

純資産の部

株主資本

資本金 1,592 1,592

資本剰余金 4,612 4,612

利益剰余金 17,922 17,476

自己株式 △2,188 △2,183

株主資本合計 21,938 21,497

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,060 4,032

繰延ヘッジ損益 262 250

為替換算調整勘定 △7 237

評価・換算差額等合計 3,315 4,519

新株予約権 6 －

少数株主持分 3 13

純資産合計 25,264 26,030

負債純資産合計 61,081 62,076
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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 19,858

売上原価 16,093

売上総利益 3,764

販売費及び一般管理費 2,968

営業利益 796

営業外収益

受取配当金 144

持分法による投資利益 83

受取賃貸料 35

その他 122

営業外収益合計 385

営業外費用

支払利息 74

その他 55

営業外費用合計 130

経常利益 1,051

特別利益

投資有価証券売却益 38

特別利益 38

特別損失

リース解約損 20

特別損失 20

税金等調整前四半期純利益 1,070

法人税等 428

少数株主利益 △9

四半期純利益 651

-6-

㈱酉島製作所（6363）平成21年３月期　第2四半期決算短信



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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

「参考」 

前四半期に係る財務諸表 

（要約）四半期連結損益計算書 

  前第２四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 
  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

前年同四半期
（平成20年３月期

第２四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ 売上高 18,806

Ⅱ 売上原価 15,388

   売上総利益 3,418

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費

2,681

   営業利益 736

Ⅳ 営業外収益 283

Ⅴ 営業外費用 277

   経常利益 742

Ⅵ 特別損失 6

   税金等調整前 
   四半期純利益

735

   法人税等 341

   少数株主損失 
   (△)

△1

   四半期純利益 395
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６．その他 

 需要先別の生産、受注及び販売状況 

 
  

以 上

前第２四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

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)

増 減 （△）

需要先別 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
増減(△)

率 
(％)

官 公 需 9,952 31.1 6,576 23.7 △3,375 △33.9

受注高 民   需 2,994 9.3 2,983 10.7 △11 △0.4

海 外 需 要 19,089 59.6 18,242 65.6 △846 △4.4

計 32,035 100.0 27,802 100.0 △4,233 △13.2

官 公 需 3,304 17.6 3,525 17.8 220 6.7

売上高 民   需 2,766 14.7 2,705 13.6 △61 △2.2

海 外 需 要 12,734 67.7 13,628 68.6 893 7.0

計 18,806 100.0 19,858 100.0 1,052 5.6

官 公 需 15,042 25.5 13,525 23.7 △1,516 △10.1

受注 

残高
民   需 3,937 6.7 3,486 6.1 △450 △11.5

海 外 需 要 39,938 67.8 40,141 70.2 202 0.5

計 58,917 100.0 57,152 100.0 △1,764 △3.0
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