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1. 平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 109,644 ― △8,730 ― △10,494 ― △7,465 ―
20年3月期第3四半期 105,171 △3.0 △7,894 ― △9,308 ― △6,391 ―

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3四半期 △32.87 ―
20年3月期第3四半期 △28.13 ―

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3四半期 232,554 48,020 19.7 202.20
20年3月期 236,414 60,175 24.5 255.31

（参考） 自己資本 21年3月期第3四半期 45,906百万円 20年3月期 58,002百万円

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

詳細は、本日別途公表しております「平成21年3月期 配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

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 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 4.00

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 190,000 △6.6 4,500 △40.7 2,000 △61.7 0 △100.0 0.00

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、4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) 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、4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．本資料記載の業績予想は、当社が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、実績の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
能性があります。なお、業績予想に関する事項については、4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覧ください。
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3四半期 227,637,704株 20年3月期 227,637,704株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 596,922株 20年3月期 457,971株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期 227,135,272株 20年3月期第3四半期 227,199,676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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、４月から景気減速基調が続いておりましたが、９月

以降はサブプライムローン問題が世界的な金融危機に発展し、世界同時不況とも言われる状況となり、さら

に急激な円高が進行したこと等に伴い、企業業績が大幅に悪化、設備投資が減速し、また個人消費も冷え込

む等、景気の後退が鮮明となり非常に厳しい局面を迎えました。 

 このような情勢の中、当社グループでは最終年度である３年目を迎えた中期経営計画「バリューアッププ

ラン」を着実に実行し、成長市場・分野に向けて製品・サービスを拡充するとともに、あらゆる原価低減を

推進し、グループを挙げて収益力の強化を図っております。 

 当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高につきましては新本社ThinkPark Tower（東京都品川区

大崎）の賃貸開始（平成19年10月25日）や大口物件の売上計上等があり、連結売上高が前年同期比4.3％増

の109,644百万円となりました。 

 一方、損益につきましては原材料価格高騰や経営環境悪化による採算の悪化、会計基準変更に伴う棚卸資

産の評価損計上の影響等により、営業損失は8,730百万円（前年同期比835百万円悪化）、経常損失は10,494

百万円（前年同期比1,186百万円悪化）、四半期純損失は7,465百万円（前年同期比1,074百万円悪化）とな

りました。尚、当グループの事業は電力会社や官公庁向けの各種電気設備、自治体向けの上下水処理設備、

民需向け設備等において年度末に売上が集中する傾向があり、売上高、損益ともに季節変動が大きくなって

おります。 

セグメント別の状況は次の通りです。（下記の売上高にはセグメント間取引を含んでおります。） 

【社会システム事業分野】 

 大口物件の売上計上等により売上高は増加しましたが、原材料価格高騰や評価損・費用増等により収益性

が悪化しました。この結果、社会システム事業分野全体で売上高は前年同期比19.3％増の60,395百万円とな

り、営業損失は6,031百万円となりました。 

 （電力・施設事業関連） 

 国内市場では、電力会社向けの電気設備の需要が予算削減の影響を受けて引き続き厳しい状況にあること

に加え、民間向けの電気設備の需要が景気後退の影響を受け減少しております。そのような状況のなか、鉄

道向け等の公共インフラの需要や、ＣＯ２削減等環境対応の機器需要の拡大を見込み、全社横断的なプロジ

ェクトである電鉄プロジェクト及び電力変換事業戦略プロジェクトによる活動を推進しており、受注から開

発・生産・サービスまでの一貫した納入体制で事業拡大に取り組んでおります。 

 （環境・社会事業関連） 

 公共投資の削減の影響等により需要は減少傾向にありますが、浄水場・下水処理場向け電気設備のリプレ

ースを中心に受注拡大に取り組んでおります。本事業では、浄水場・下水処理場の維持管理受託事業やＰＦ

Ｉ（民間資金等の活用による公共施設等の整備）事業の受注に注力する他、自家用水道システム（WATERCUBE）

等新製品の受注拡大にも努め、事業領域の拡大に取り組んでおります。 

 （国際事業関連） 

 昨年に引続き中近東・東南アジアの電力、電鉄向けの受注は堅調でした。その他米国向けガスタ－ビン用

発電機の販売も比較的好調に推移しています。しかしながら、世界的な景気の急激な落ち込みにより東南ア

ジア・中国・韓国での設備投資意欲が落ち込み、計画の先送り等が目立つ様になり、加えて円高基調もあり、

その影響が出始めております。 



 

【産業システム事業分野】 

 半導体関連企業をはじめとして民需向けの設備投資に大幅な減速感が出ており、事業環境は悪化しており

ます。この結果、産業システム事業分野全体の売上高は前年同期比16.4％減の33,602百万円となり、営業損

失は1,110万円となりました。 

（情報通信事業関連） 

 主要な納入分野である半導体製造装置向けの情報通信機器製品やパルス電源装置等の製品の販売は、半導

体市場の大幅な落ち込みによる影響を受けています。これを補うべく非半導体分野への積極的受注活動や太

陽光発電パネル製造装置向けの真空コンデンサの拡販など新規用途向け開拓を積極的に展開しています。 

 （電機システム事業関連） 

 主力製品であるモータ・インバータは、エレベータ、射出成形機、繊維機械、電動フォークリフト向け等

の販売は国内、海外の景気減速の影響を受けています。新規事業の電気自動車用モータ・インバータは、本

年の量産開始に向けての最終的な準備段階にあり、事業拡大のための新たな用途開拓も積極的に進めており

ます。 

 （動力計測システム事業関連） 

自動車産業の急激な市況悪化により、多くのお客様で計画の凍結・延期・縮小への動きが進み、受注環境

は非常に厳しい状況になっています。このため、電気自動車やハイブリッド車向け各種試験装置（ダイナモ

メータ）の開発を図ると共に、自動車メーカ以外への販路拡大や東南アジア等の海外市場への受注活動を積

極的に展開しております。 

【エンジニアリング事業分野】 

 売上高は前年同期比0.4％減の10,703百万円となり、営業損失は1,515百万円となりました。 

 （重電技術サービス関連） 

 自動車を中心とする産業分野の急激な景況悪化により、重電技術サービスにおける受注環境も極めて厳し

いものとなり、発注停止や計画延期の案件が増えております。その中ではありますが、設備延命化や省エネ

改造等の要望もあり、引き続きお客様にメリットのある提案活動に積極的に取り組んでおります。 

 （半導体製造装置技術サービス関連） 

 半導体市場も依然回復の兆しは見られず、製造ライン停止や装置の新規立ち上げ延期等の影響が出てきて

おりますが、デバイスメーカー向けの受注の拡大等により受注確保に努めました。 

【不動産事業分野】 

 当社と株式会社世界貿易センタービルディングとの共同事業である業務・商業ビルThinkPark Tower（東

京都品川区大崎）を中心として保有不動産の賃貸事業を行っており、同ビルが平成19年10月25日にグランド

オープンしたことにより、売上高は前年同期比289.4％増の2,181百万円となり、営業利益は647百万円とな

りました。 

【その他の事業分野】 

 その他の事業分野では、事業分野を問わない販売会社、従業員の福利厚生サービス、経理業務受託会社な

どが含まれております。売上高は前年同期比6.0％減の19,728百万円となり、営業利益は136百万円となりま

した。 

 

※前年同四半期増減率及び増減額は参考として記載しております。 

 



 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比（以降、前期末比）3,860百万円減の232,554

百万円となりました。  

借入金及びコマーシャルペーパーは、前期末比10,044百万円増の83,060百万円となりました。純資産は、

四半期純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少、株式市場低迷等による評価・換算差額等の

減少を主要因として前期末比12,154百万円減の48,020百万円となり、自己資本比率は19.7％となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 世界同時不況により想定以上に設備投資が抑制され受注環境が大幅に悪化しており、当グループを取り巻

く経営環境は非常に厳しい状態となっております。 

 このような状況の中、当グループでは原価低減、経費削減などのあらゆる施策を行っているところではあ

りますが、産業事業部門での売上の落ち込みをカバーするまでには至らず、平成21年3月期連結業績予想を

修正いたしました。詳しくは、本日別途公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 

 

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 

① 簡便な会計処理 

 棚卸資産の評価方法 

 当第３四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、当第２四半期連結会計期間

末の実地棚卸高を基礎として合理的に算定する方法によっております。 

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する方法

によっております。 

② 四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

 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 

(会計処理基準に関する事項の変更) 

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 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

「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）を当

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（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

 



 

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ693百万円増加しておりま

す。 

③ 「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」の適用 

「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」（企業会計基準委員会 平成

18年5月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

なお、これによる四半期連結財務諸表にあたえる影響は軽微であります。 

 

 

（追加情報） 

① 重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この結果、従来と同一の方法によった場合と比べて減価償却費は337百万円増加し、営業損失、経常損失

及び、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ同額増加しております。 



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,399 10,283

受取手形及び売掛金 44,354 72,382

商品及び製品 10,104 9,122

仕掛品 48,019 26,460

原材料及び貯蔵品 2,633 1,647

繰延税金資産 7,248 2,829

その他 11,865 9,362

貸倒引当金 △1,171 △915

流動資産合計 128,454 131,174

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 44,132 44,607

機械装置及び運搬具（純額） 9,263 9,073

土地 9,295 8,210

建設仮勘定 1,406 1,532

その他（純額） 2,962 3,397

有形固定資産合計 67,059 66,822

無形固定資産   

のれん 39 －

その他 3,268 3,520

無形固定資産合計 3,307 3,520

投資その他の資産   

投資有価証券 25,656 29,469

長期貸付金 412 422

繰延税金資産 4,244 1,884

その他 3,505 3,216

貸倒引当金 △86 △95

投資その他の資産合計 33,732 34,897

固定資産合計 104,099 105,240

資産合計 232,554 236,414



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 27,433 41,237

短期借入金 45,943 16,783

コマーシャル・ペーパー 12,000 30,000

未払法人税等 299 1,166

前受金 27,837 13,391

賞与引当金 2,826 4,914

役員賞与引当金 － 53

製品保証引当金 52 28

受注損失引当金 518 －

その他 19,586 21,179

流動負債合計 136,498 128,756

固定負債   

長期借入金 25,117 26,232

退職給付引当金 18,912 17,193

役員退職慰労引当金 212 152

環境対策引当金 564 567

繰延税金負債 － 29

その他 3,228 3,307

固定負債合計 48,035 47,483

負債合計 184,533 176,239

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,070 17,070

資本剰余金 13,197 13,204

利益剰余金 12,797 21,625

自己株式 △111 △76

株主資本合計 42,954 51,823

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,572 6,241

繰延ヘッジ損益 △224 △65

為替換算調整勘定 △394 2

評価・換算差額等合計 2,952 6,178

少数株主持分 2,113 2,173

純資産合計 48,020 60,175

負債純資産合計 232,554 236,414



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 109,644

売上原価 91,247

売上総利益 18,396

販売費及び一般管理費 27,127

営業損失（△） △8,730

営業外収益  

受取利息 66

受取配当金 489

受取賃貸料 448

持分法による投資利益 32

その他 653

営業外収益合計 1,690

営業外費用  

支払利息 948

出向者関係費 876

減価償却費 556

その他 1,073

営業外費用合計 3,454

経常損失（△） △10,494

特別利益  

投資有価証券売却益 10

貸倒引当金戻入額 35

特別利益合計 46

特別損失  

関係会社株式評価損 9

投資有価証券評価損 49

貸倒引当金繰入額 310

その他 1,134

特別損失合計 1,504

税金等調整前四半期純損失（△） △11,953

法人税、住民税及び事業税 251

法人税等調整額 △4,905

少数株主利益 166

四半期純損失（△） △7,465



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △11,953

減価償却費 5,746

のれん償却額 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 223

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,077

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,719

受注損失引当金の増減額（△は減少） 518

受取利息及び受取配当金 △556

支払利息 948

持分法による投資損益（△は益） △32

投資有価証券評価損益（△は益） 49

投資有価証券売却損益（△は益） △10

売上債権の増減額（△は増加） 42,337

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,701

仕入債務の増減額（△は減少） △15,343

その他 △407

小計 △2,532

利息及び配当金の受取額 561

利息の支払額 △863

法人税等の支払額 △1,722

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,556

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 △6,493

有形固定資産の売却による収入 87

投資有価証券の取得による支出 △688

投資有価証券の売却による収入 20

その他 △1,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,950

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） 29,803

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △18,000

長期借入金の返済による支出 △1,696

自己株式の取得による支出 △59

配当金の支払額 △1,386

その他 199

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,861

現金及び現金同等物に係る換算差額 △153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,799

現金及び現金同等物の期首残高 10,168

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,369



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３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年12月31日）

社会
システム

事業

産業
システム

事業

エンジニア
リング
事業

不動産
事業

その他 計
消去又は

全社
連結

56,622 29,457 10,340 1,983 11,239 109,644 - 109,644

3,773 4,144 363 197 8,488 16,967 △ 16,967 -

60,395 33,602 10,703 2,181 19,728 126,611 △ 16,967 109,644

△ 6,031 △ 1,110 △ 1,515 647 136 △ 7,873 △ 856 △ 8,730

【海外売上高】

当第３四半期連結累計期間（自平成20年4月1日　至平成20年12月31日）

　Ⅰ　海外売上高

　Ⅱ　連結売上高

　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(%)

（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。

  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

(単位：百万円）

(単位：百万円）

　　　営業利益

 売上高

　　　　計

　　（２）セグメント間の内部売上高

　　（１）外部顧客に対する売上高

16.9

アジア

　　　　　又は振替高

その他の地域 計

18,545 2,668

2.4

21,214

109,644

19.3



【参考資料】

  前年同四半期にかかる財務諸表

Ⅰ 売上高 105,171

Ⅱ 売上原価 86,064

売上総利益 19,107

Ⅲ 販売費及び一般管理費 27,002

営業損失(△） △ 7,894

Ⅳ 営業外収益 1,441

Ⅴ 営業外費用 2,855

経常損失(△） △ 9,308

Ⅵ 特別利益 277

Ⅶ 特別損失 912

税金等調整前四半期純損失(△） △ 9,944

法人税、住民税及び事業税 345

法人税等調整額 △ 3,962

少数株主利益 64

四半期純損失(△） △ 6,391

区　　分 金　　額

　（１）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間

　（自　平成19年４月１日

 　 至　平成19年12月31日）

(単位：百万円）



(２)セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

　　前第３四半期連結累計期間（自平成19年4月1日　至平成19年12月31日） （単位：百万円）

社会
システム

事業

産業
システム

事業

エンジニア
リング
事業

不動産
事業

その他 計
消去
又は
全社

連結

46,728 35,419 10,391 362 12,269 105,171 - 105,171

3,907 4,766 354 197 8,727 17,952 △ 17,952 -

50,635 40,186 10,745 560 20,997 123,124 △ 17,952 105,171

△ 5,815 △ 310 △ 1,317 160 377 △ 6,906 △ 988 △ 7,894

（注）従来、その他の事業に含めていた不動産事業については、重要性が高まったことに伴い、個別表示しており、前第３四半期連結累計期間については、

　　　その他事業に含まれていた不動産事業の売上高、営業費用及び営業利益を個別表示しています。

　【海外売上高】

　　前第３四半期連結累計期間（自平成19年4月1日　至平成19年12月31日） （単位：百万円）

　Ⅰ　海外売上高

　Ⅱ　連結売上高

　Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

計

21,592

105,171

20.518.2

アジア その他の地域

19,093 2,499

2.4

(1) 外部顧客に対する売上高

(2) セグメント間の内部売上高

　　　営業利益又は営業損失（△）

        売上高

　　　　計

　　　　又は振替高
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