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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 23,563 ― 2,563 ― 2,666 ― 1,520 ―

20年3月期第2四半期 21,965 6.0 1,840 13.3 1,867 11.3 1,088 22.7

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 16.68 ―

20年3月期第2四半期 11.58 ―

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 50,530 21,029 41.5 230.72
20年3月期 49,723 21,363 42.8 233.18

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  20,963百万円 20年3月期  21,286百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 10.00

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 56,000 18.3 5,000 4.7 5,100 8.5 2,850 2.2 31.31

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 を参照ください。 

(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、３ページ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他 を参照ください。  

(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 
平成20年５月15日発表の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
業績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数値と異なる結果となる可能性が
あります。 
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  94,830,015株 20年3月期  94,830,015株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,966,077株 20年3月期  3,541,048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  91,200,394株 20年3月期第2四半期  94,007,199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、米国経済の減退や原油をはじめとする資源価格の高
騰などを背景に、輸出・設備投資に基調変化が見られ、また、企業業績や個人消費の下振れ懸念が高まる
など、景気の減速感が強まりました。  
 一方、海外経済につきましては、サブプライムローン問題に端を発した金融危機に直面した米国では一
段と景気が悪化し、欧州においても景気の低迷局面を迎えました。また、好調であった中国を中心とする
アジア経済においても成長率が鈍化するなど、世界的に景気後退のリスクが高まりました。  
 当社グループの関連する市場におきましては、原料高騰と需給逼迫で価格上昇が続いてきた鉄鋼業界で
は、需要が減退局面に入りましたが、戦略的な設備投資は継続しました。また、自動車・機械関連では、
自動車生産には陰りが見られるものの、太陽光発電など新エネルギー関連の素材や部品の分野において比
較的底堅い設備投資が見られました。さらに、電機業界では、今後も中期的に成長が見込まれる薄型テレ
ビ関連で、内外のパネルメーカによる継続的な設備投資が行われました。  
 このような経営環境のもと、当社グループは独自の省エネルギー・環境技術を活かして、顧客のニーズ
に機敏な対応を図るとともに、原材料価格の高騰に対して生産性向上と品質・コスト管理を徹底し、主力
商品の付加価値を高めて受注・売上の確保に全力を挙げて取り組みました。  
その結果、鉄鋼向け加熱炉やステンレス鋼板製造設備、自動車・機械向け各種熱処理設備、電機向けプ

ラズマ・液晶パネル製造設備、民間向け環境保全設備などの成約を得ましたが、前年同期に大型案件の成
約が重なった反動もあり、受注高は31,217百万円(前年同期比96.0％)となりました。  
 売上面では、鉄鋼向け加熱炉やステンレス鋼板製造設備をはじめチタン熱処理設備、太陽光発電関連製
造設備、電機向けプラズマ・液晶パネル製造設備などの納入が順調に進み、売上高は23,563百万円(前年
同期比107.3％)を計上いたしました。この結果、受注残高は前連結会計年度末比7,654百万円増加の
52,887百万円となりました。  
利益面におきましては、原材料価格の高騰はありましたが、先行手配などの対策により、比較的影響が

少なく、また増収効果もあり、営業利益2,563百万円(前年同期比139.3％)、経常利益2,666百万円(前年同
期比142.8％)と増益となりました。四半期純利益につきましては、株式相場の下落に伴う投資有価証券評
価損を特別損失として計上しましたが、前年同期に比べ、39.7％増加し、1,520百万円となりました。 
各分野別の概況は次のとおりです。 
（エネルギー分野）  

受注面では、高級鋼材需要が安定的に推移するなか、国内鉄鋼メーカから環境適応型加熱炉、中国・韓国
鉄鋼メーカからステンレス鋼板製造設備を受注したのを始め、今後の市場拡大が見込まれる太陽光発電関
連の製造設備やカーボン焼成炉、自動車・機械部品向け各種熱処理設備の成約を得ましたが、前年同期に
大型案件の受注が相次いだことの反動もあり、受注高は19,732百万円(前年同期比81.8％)となりました。 
 売上面ではチタン熱処理設備をはじめ鉄鋼向けシームレスパイプ製造設備、環境適応型加熱炉や太陽光
発電関連製造設備、自動車・機械部品向け各種熱処理設備などを納入し、売上高は16,984百万円(前年同
期比136.5％)と大幅に増加しました。 
(情報・通信分野)  

受注面では、プラズマや液晶テレビの量産体制強化に伴うPDP連続封着・排気装置や台湾の液晶パネルメ
ーカ向けカラーフィルタ用精密塗工装置などの成約を得て、受注高は7,601百万円（前年同期比118.7％）
となりました。  
 売上面では、PDP連続封着・排気装置やテーブルコータ、液晶カラーフィルタ用精密塗工装置などを納
入しましたが、大型案件の納期が年度後半に集中する影響などから、売上高は4,920百万円(前年同期比
66.7％)にとどまりました。  
（環境保全分野）  

受注面では、VOC(揮発性有機化合物)の排出規制強化に伴い、化学・金属メーカ向け大型蓄熱式排ガス処
理装置など多数の成約を得て、受注高は3,884百万円(前年同期比195.9％)と大幅に増加いたしました。  
 売上面では、化学向け省エネルギー型蓄熱式排ガス処理装置や汚染土壌処理設備などを納入し、売上高
は1,658百万円（前年同期比77.3％）となりました。  

  

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、株式相場の下落に伴い投資有価証券が減少しましたが、受
注残の増加に伴うたな卸資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ807百万円増加の50,530百万円
となりました。  
負債合計は、支払手形及び買掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ1,140百万円増加の

29,500百万円となりました。 
純資産合計は、四半期純利益1,520百万円はありましたが、その他有価証券評価差額金の減少や配当金

の支払等などにより、前連結会計年度末に比べ334百万円減少の21,029百万円となりました。 
この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末比1.3ポイント低下の41.5％となりました。 

  

・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
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今後の見通しといたしましては、サブプライムローン問題に伴う金融危機が米国を中心として実体経済
に波及し、世界経済の同時不況が懸念されるなど、予断を許さない状況が続くものと思われます。また、
株価の急落や円高、個人消費や輸出の低迷、原材料価格の高止まりによる企業収益悪化などにより、設備
投資の動向には不透明感が一層強まってきております。 
このような経営環境のもと、中長期的には化石エネルギーに依存した現在の社会から「低炭素社会」へ

の移行が世界的なレベルで重要な課題として注目されています。当社グループは、長年培ってきた独自の
省エネルギー技術を発展させ、社会の変化に伴う新たな顧客ニーズに機敏かつ柔軟に対応できる商品を開
発し、業績の進展に努めてまいります。その一環として、脚光を浴びつつある太陽光発電関連などの新た
な事業領域においても機動的に経営資源を投入し、新商品の開発に鋭意取り組んでおります。これからも
品質の確保と生産性の向上を図り、顧客や市場が求める多様なニーズに的確に応えていくとともに、内部
統制の有効性を確立して内外のさまざまな環境変化に迅速に対処しながら、当社企業価値向上に向けて積
極的に事業展開を進めてまいる所存でございます。 
以上により、通期の連結業績予想につきましては、売上高56,000百万円、営業利益5,000百万円、経常

利益5,100百万円、当期純利益2,850百万円を見込んでおります。 
  
  

該当事項はありません。 
  

（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有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定しております。 
経過勘定項目の算定方法  
一部の項目については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の
業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 
税金費用の計算  
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しております。なお、法人税等調整額は法人税
等に含めて表示しております。 

  

①第１四半期連結会計期間より「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棚卸資産については、従来、主として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から「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日企業会計基準委員会))が適用されたことに伴い、主として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。これより
損益に与える影響はありません。 

③所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第13号
平成19年３月30日改正)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 企業
会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正)が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係
る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、平成20年４月１日以降に
リース取引開始となる契約からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ
ております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につ
いては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。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。これにより損益に与える影響はありません。

④第１四半期連結会計期間より「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 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。
これにより損益に与える影響は軽微であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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 4,209 4,330 

受取手形及び売掛金（純額） 27,944 28,465 

たな卸資産 6,081 3,322 

その他 538 435 

貸倒引当金 △38 △60 

流動資産合計 38,734 36,493 

固定資産 

有形固定資産 5,480 5,466 

無形固定資産 27 31 

投資その他の資産 

投資有価証券 5,561 6,695 

その他 762 1,069 

貸倒引当金 △35 △33 

投資その他の資産合計 6,288 7,731 

固定資産合計 11,796 13,229 

資産合計 50,530 49,723 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 18,048 16,661 

短期借入金 3,578 4,083 

未払法人税等 1,118 1,148 

賞与引当金 430 295 

その他 3,874 3,477 

流動負債合計 27,049 25,665 

固定負債 

長期借入金 868 663 

退職給付引当金 384 299 

その他 1,199 1,732 

固定負債合計 2,451 2,694 

負債合計 29,500 28,360 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,176 6,176 

資本剰余金 5,808 5,808 

利益剰余金 8,406 7,799 

自己株式 △1,508 △1,295 

株主資本合計 18,882 18,488 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,922 2,567 

繰延ヘッジ損益 113 182 

為替換算調整勘定 45 47 

評価・換算差額等合計 2,081 2,797 

少数株主持分 65 76 

純資産合計 21,029 21,363 

負債純資産合計 50,530 49,723 
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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 23,563 

売上原価 18,756 

売上総利益 4,806 

販売費及び一般管理費 2,242 

営業利益 2,563 

営業外収益 

受取配当金 76 

その他 89 

営業外収益合計 166 

営業外費用 

支払利息 43 

その他 20 

営業外費用合計 64 

経常利益 2,666 

特別損失 

投資有価証券評価損 117 

税金等調整前四半期純利益 2,549 

法人税等 1,023 

少数株主利益 5 

四半期純利益 1,520 
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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 2,549 

減価償却費 216 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 85 

受取利息及び受取配当金 △88 

支払利息 43 

持分法による投資損益（△は益） 4 

投資有価証券評価損益（△は益） 117 

売上債権の増減額（△は増加） 520 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,761 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,389 

その他 635 

小計 2,691 

利息及び配当金の受取額 88 

利息の支払額 △44 

法人税等の支払額 △1,048 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,687 

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 △322 

有形固定資産の売却による収入 5 

投資有価証券の取得による支出 △33 

その他 △31 

投資活動によるキャッシュ・フロー △381 

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） △500 

長期借入れによる収入 400 

長期借入金の返済による支出 △200 

配当金の支払額 △912 

自己株式の取得による支出 △213 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,425 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △121 

現金及び現金同等物の期首残高 4,330 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,209 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

(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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「参考」

前中間連結損益計算書

科  目

前中間連結会計期間

平成19年４月１日から

平成19年９月30日まで

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 21,965

Ⅱ 売上原価 18,013

  売上総利益 3,952

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,111

  営業利益 1,840

Ⅳ 営業外収益 169

  (受取利息及び配当金) 85

  (その他の収益) 84

Ⅴ 営業外費用 142

  (支払利息) 57

  (持分投資損失) 34

  (その他の費用) 50

  経常利益 1,867

Ⅵ 特別利益 27

  (投資有価証券売却益) 27

Ⅶ 特別損失 －

  税金等調整前中間純利益 1,894

  法人税等 793

  少数株主利益 12

  中間純利益 1,088
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

科     目

前中間連結会計期間

平成19年4月 1日から

平成19年9月30日まで

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 1,894

   減価償却費 196

   貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

   退職給付引当金の増減額（△は減少） 99

   受取利息及び配当金 △85

   支払利息 57

   持分法による投資損益（△は益） 34

   投資有価証券売却益 △27

   売上債権の増減額（△は増加） 4,203

   たな卸資産の増減額（△は増加） △1,778

   仕入債務の増減額（△は減少） △1,588

   その他 △700

   小 計 2,306

   利息及び配当金の受取額 84

   利息の支払額 △59

   法人税等の支払額 △1,184

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,147

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 △422

   無形固定資産の取得による支出 △3

   投資有価証券の取得による支出 △128

   投資有価証券の売却による収入 327

   定期預金の預入による支出 △290

   その他 △14

   投資活動によるキャッシュ・フロー △531

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（△は減少） 1,138

   長期借入れによる収入 405

   長期借入金の返済による支出 △189

   配当金の支払額 △748

   自己株式の取得による支出 △414

   財務活動によるキャッシュ・フロー 190

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 11

Ⅴ．現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 818

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 3,302

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間期末残高 4,120
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(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

6. その他の情報
受注及び販売の状況
(1)部門別売上高

前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 平成19年4月～平成19年9月 平成20年4月～平成20年9月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

エネルギー 12,447 56.7 16,984 72.1 4,537

情報・通信 7,371 33.5 4,920 20.9 △2,451

環境保全 2,146 9.8 1,658 7.0 △488

合  計 21,965 100.0 23,563 100.0 1,598

(2)受注高及び受注残高

前第2四半期連結累計期間 当第2四半期連結累計期間
増減

部 門 平成19年4月～平成19年9月 平成20年4月～平成20年9月

金    額 構成比(％) 金   額 構成比(％) 金    額

受 エネルギー 24,118 74.2 19,732 63.2 △4,386

注 情報・通信 6,405 19.7 7,601 24.4 1,196

高 環境保全 1,982 6.1 3,884 12.4 1,902

合  計 32,506 100.0 31,217 100.0 △1,289

受 エネルギー 31,114 79.3 36,933 69.8 5,819

注 情報・通信 5,410 13.8 11,689 22.1 6,279

残 環境保全 2,699 6.9 4,263 8.1 1,564

高 合  計 39,224 100.0 52,887 100.0 13,663
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