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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,768 ― 299 ― 292 ― 69 ―

20年3月期第2四半期 2,344 △1.1 157 △29.4 142 △29.3 3 △96.3

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 6.22 ―

20年3月期第2四半期 0.34 ―

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 7,059 1,611 22.8 144.11
20年3月期 6,904 1,624 23.5 145.29

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,611百万円 20年3月期  1,624百万円

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 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 5,300 9.4 540 50.0 510 56.4 170 97.7 15.17

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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.その他をご覧ください。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  11,200,000株 20年3月期  11,200,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  19,432株 20年3月期  19,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  11,180,718株 20年3月期第2四半期  11,182,867株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.業績事項につきましては、発表日現在における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り予想数値と異なる場合がありま
す。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第2四半期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主因とした金融不 
 安の高まりや、株式・為替市場の低迷、あわせて原油価格、原材料価格の高騰が続き、先行き不 
 透明な状況で推移いたしました。また、物価上昇により個人消費が冷え込むなど景気の後退懸念 
 が高まりました。 
 このような情勢のもと当社におきましては、製品事業部門は液晶、半導体製造用真空ポンプ売上   
 の伸びに支えられ、大幅な増収となりました。また、不動産事業部門も賃料改定により増収とな  
 りました。 
 当第2四半期累計期間の売上高は製品事業部門売上2,414百万円(前年同期比19.2％増)、不動産事  
 業部門による売上354百万円(同10.6％増)、合計2,768百万円(同18.1％増)となりました。 
 収益面におきましては、営業利益299百万円(前年同期比142百万円増)、経常利益292百万円(同  
 149百万円増)、第2四半期純利益は69百万円(同65百万円増)の増益となりました。 
 製品部門別に申しますと、真空ポンプ部門では、ドライ真空ポンプが、液晶表示装置製造用、シ  
 リコンウエハー製造用、化学工業、化学薬品に、水封式真空ポンプが医療設備向けなどに出荷さ  
 れ、売上高は1,195百万円(前年同期比15.0％増)となりました。 
 送風機・圧縮機部門では、ロータリブロワが電力、化学、ガス、飼料、製粉などの諸工業向けに  
 輸送用、送風用、水処理用として出荷され、売上高は545百万円(同53.7％増)となりました。 
 部品および修理部門では、各種ポンプの部品供給や修理が主なものであり、売上高は563百万円  
 (同16.2％増)となりました。  
 その他の製品売上高では、真空式脱気装置や省力運搬装置ならびにオイルロータリポンプなどを 
 合わせまして、売上高は109百万円(同14.3％減)にとどまりました。 
 輸出関係につきましては、当第2四半期製品売上に対し19.5％の470百万円(同48.6％増)となりま 
 した。ドライ真空ポンプがアメリカ、中国、シンガポール、マレーシアに、送風機・圧縮機がイ  
 ンド、韓国、台湾、ベネズエラ、イラン等に出荷され、また、部品の供給として中国、台湾、韓 
 国、インド、インドネシア、シンガポール等のアジア諸国をはじめアメリカに出荷されました。 
 不動産事業部門につきましては、賃料値上げ効果もあり、貸ビル、貸駐車場の売上高で354百万円  
 (前年同期比10.6％増)となりました。 
 なお、前年同期増減率は参考として記載しております。 
  

  

総資産は現預金の増加253百万円、受取手形の増加150百万円、売掛金の減少165百万円、投資有価 
 証券の減少82百万円、等があったことにより前事業年度末比155百万円増加し7,059百万円となり 
 ました。 
純資産はその他利益剰余金が36百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が49百万円減少 

 したことから13百万円減少し、1,611百万円となりました。この結果、自己資本比率は前事業年度 
 末比0.7%低下し、22.8％となりました。 
 当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが大 
 幅なプラスとなったため、前事業年度末比153百万円増加し476百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
法人税等の支払、棚卸資産の増加、等の大口マイナス要因があったものの、それを上回る税引前四 

 半期純利益、減価償却費、仕入債務の増加、等により362百万円のプラスを確保しました。 
（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、等により223百万円のマイナスとなりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
大きな変動要因はなく、14百万円のプラスとなりました。 
  

  

今後のわが国の経済状況につきましては、欧米経済の減速に伴う金融危機や株価下落の影響で景  
 気は混迷し、慢性的な原材料価格の高止まり感により企業収益は圧迫され、生活物資の相次ぐ値   
 上げなど個人消費に与える影響は大きく、景気後退色が強まるものと思われます。 
 当社を取り巻く経営環境としましても、鋼材、非鉄金属の原材料価格の高止まりや購入部品の市   
 場価格の上昇もあり、厳しい情勢が続くものと思われます。 
 当社といたしましては、生産効率と品質の向上、生産コストの削減などに努め、収益の確保を図   
 ってまいります。 
 平成21年3月期の業績予想につきましては、売上高は5,300百万円、経常利益は510百万円を予想し 
 ており、当期純利益は170百万円の計上を見込んでおります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

(株)宇野澤組鐵工所(6396)平成21年3月期　第2四半期決算短信(非連結)
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 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。 

定率法を採用している固定資産については、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。  

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 
 限定する方法によっております。  

当事業年度より「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、 
 「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
  ＜簡便な会計処理＞ 
 ①棚卸資産の評価方法   

  ②固定資産の減価償却費の算定方法

  ③法人税等の算定方法 

(2) 四半期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

(株)宇野澤組鐵工所(6396)平成21年3月期　第2四半期決算短信(非連結)
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5. 【四半期財務諸表】

 (１)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 576,931 323,318 

受取手形及び売掛金 1,993,395 2,008,613 

原材料 451,325 450,466 

仕掛品 934,394 890,681 

その他 103,928 100,264 

流動資産合計 4,059,974 3,773,344 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 1,615,564 1,623,572 

その他（純額） 879,099 805,459 

有形固定資産合計 2,494,664 2,429,031 

無形固定資産 11,037 14,027 

投資その他の資産 

その他 801,014 999,178 

貸倒引当金 △307,071 △311,490 

投資その他の資産合計 493,942 687,687 

固定資産合計 2,999,643 3,130,746 

資産合計 7,059,618 6,904,091 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,166,532 1,069,710 

短期借入金 1,103,964 912,572 

未払法人税等 168,902 119,230 

賞与引当金 93,652 87,472 

その他 615,279 653,591 

流動負債合計 3,148,331 2,842,576 

固定負債 

社債 230,000 300,000 

長期借入金 1,301,380 1,362,692 

退職給付引当金 262,772 281,930 

役員退職慰労引当金 96,595 93,535 

その他 409,329 398,942 

固定負債合計 2,300,078 2,437,100 

負債合計 5,448,409 5,279,676 

(株)宇野澤組鐵工所(6396)平成21年3月期　第2四半期決算短信(非連結)
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年9月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年3月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 785,000 785,000 

資本剰余金 303,930 303,930 

利益剰余金 449,431 413,388 

自己株式 △6,633 △6,572 

株主資本合計 1,531,729 1,495,746 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 79,479 128,668 

評価・換算差額等合計 79,479 128,668 

純資産合計 1,611,208 1,624,414 

負債純資産合計 7,059,618 6,904,091 

(株)宇野澤組鐵工所(6396)平成21年3月期　第2四半期決算短信(非連結)
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(2) 【四半期損益計算書】

    【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

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

売上高 2,768,130 

売上原価 2,154,372 

売上総利益 613,757 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 94,052 

賞与引当金繰入額 19,473 

退職給付引当金繰入額 3,778 

役員退職慰労引当金繰入額 3,060 

その他 193,778 

販売費及び一般管理費合計 314,143 

営業利益 299,613 

営業外収益 

受取利息 1,033 

受取配当金 4,317 

その他 20,406 

営業外収益合計 25,757 

営業外費用 

支払利息 28,972 

その他 4,391 

営業外費用合計 33,363 

経常利益 292,007 

特別利益 

固定資産売却益 34 

貸倒引当金戻入額 3,661 

特別利益合計 3,695 

特別損失 

たな卸資産評価損 51,245 

その他 987 

特別損失合計 52,233 

税引前四半期純利益 243,469 

法人税、住民税及び事業税 163,549 

法人税等調整額 10,334 

法人税等合計 173,884 

四半期純利益 69,585 

(株)宇野澤組鐵工所(6396)平成21年3月期　第2四半期決算短信(非連結)
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年7月1日 
至 平成20年9月30日) 

売上高 1,622,562 

売上原価 1,257,265 

売上総利益 365,296 

販売費及び一般管理費 

給料及び手当 42,774 

賞与引当金繰入額 13,615 

退職給付引当金繰入額 1,969 

役員退職慰労引当金繰入額 2,117 

その他 101,986 

販売費及び一般管理費合計 162,464 

営業利益 202,832 

営業外収益 

受取利息 545 

その他 16,770 

営業外収益合計 17,315 

営業外費用 

支払利息 14,811 

その他 2,513 

営業外費用合計 17,325 

経常利益 202,822 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 7,268 

特別利益合計 7,268 

特別損失 

その他 979 

特別損失合計 979 

税引前四半期純利益 209,112 

法人税、住民税及び事業税 122,327 

法人税等調整額 13,174 

法人税等合計 135,501 

四半期純利益 73,610 

(株)宇野澤組鐵工所(6396)平成21年3月期　第2四半期決算短信(非連結)
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 (３)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純利益 243,469 

減価償却費 99,942 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,419 

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,180 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,158 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,060 

受取利息及び受取配当金 △5,351 

支払利息 28,972 

固定資産除却損 907 

固定資産除売却損益（△は益） 45 

売上債権の増減額（△は増加） 15,217 

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,093 

その他の資産の増減額（△は増加） 3,677 

仕入債務の増減額（△は減少） 96,822 

その他の負債の増減額（△は減少） 78,642 

小計 502,917 

利息及び配当金の受取額 5,381 

利息の支払額 △29,677 

法人税等の支払額 △115,867 

営業活動によるキャッシュ・フロー 362,753 

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 △266,080 

有形固定資産の売却による収入 116 

貸付金の回収による収入 1,602 

預り保証金の受入による収入 27,337 

その他 13,432 

投資活動によるキャッシュ・フロー △223,592 

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） 58,000 

長期借入れによる収入 376,000 

長期借入金の返済による支出 △303,920 

社債の償還による支出 △82,500 

自己株式の取得による支出 △60 

配当金の支払額 △33,068 

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,451 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,612 

現金及び現金同等物の期首残高 323,318 

現金及び現金同等物の四半期末残高 476,931 
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間期に係る財務諸表等 

（1）（要約）中間期損益計算書 

  

 

  

  

「参考」

前中間会計期間         
(自 平成19年4月1日
 至  平成19年9月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,344,744

Ⅱ 売上原価 1,917,318

   売上総利益 427,426

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費
269,999

   営業利益 157,426

Ⅳ 営業外収益 15,213

   受取利息及び配当金 6,340

   その他 8,873

Ⅴ 営業外費用 29,884

   支払利息 21,642

   その他 8,242

  経常利益 142,754

Ⅵ 特別利益 47,427

Ⅶ 特別損失 97,478

   税引前中間純利益 92,704

   法人税等 88,923

   中間純利益 3,780
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