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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 34,941 ― △837 ― △2,274 ― △1,179 ―

20年3月期第3四半期 35,027 △2.7 416 △74.1 94 △94.0 △762 ―

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 △22.24 ―

20年3月期第3四半期 △14.38 ―

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 79,309 26,691 33.7 503.48
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3四半期  26,691百万円 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 50,500 1.2 500 △61.6 △1,000 ― △450 ― △8.49

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10月30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3四半期  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3四半期  154,349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3四半期  53,019,815株 20年3月期第3四半期  53,027,268株



 当第３四半期におけるわが国経済は、米国に端を発する世界的な金融市場の混乱と需要構造の急激な悪化により、

景気は低迷し、先行きが見通し難い危機的な状況となっております。 

こうした中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同期と比べ85百万円減少し、34,941百万円

となりました。営業損益につきましては、為替水準が円高で推移し、売上構成の悪化に加え、製造体制強化に伴う固

定費の増加等がありましたほか、棚卸資産の減損損失を計上しましたため、1,253百万円減少し837百万円の営業損失

となりました。また、営業外損益におきましても、為替換算差損が増加しましたことにより、前年同期に比べ2,369

百万円減少し、2,274百万円の経常損失となりました。法人税等を調整後の第３四半期純損益につきましては、1,179

百万円の損失となっております。  

  

  

 当第３四半期末の総資産は、製造体制強化のための設備投資を進めましたこと及び第４四半期の販売に向け生産を

進め、棚卸資産の積上げを図ったことにより、前期末と比べて6,946百万円増加し、79,309百万円となりました。ま

た、負債合計も、前期末に比べ9,035百万円増加し、52,618百万円となりました。なお、純資産は26,691百万円とな

り、自己資本比率は前期末と比べ6.1ポイント減少し、33.7％となっております。  

  

  

  通期の業績に関しましては、例年同様、第４四半期に販売が集中し収益も上積みされますものの、売上高及び営

業利益、経常利益、当期純利益につきまして前回予想を下回る見通しであります。  

 詳細につきましては、同日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

  

該当事項はありません。  

  

   

 影響額が僅少なものにつき、簡便的な方法を採用しております。  

  

  

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 

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 

・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。 

  

・棚卸資産につきましては、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、

この変更により、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失は、それぞれ612百万円増加しております。 

  

・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 7,941 6,890

受取手形及び売掛金 19,821 19,990

製品 1,959 1,525

半製品 2,341 2,267

原材料 6,205 6,240

仕掛品 11,786 9,614

貯蔵品 14 13

その他 4,288 3,808

貸倒引当金 △1 △3

流動資産合計 54,356 50,347

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,104 7,413

その他（純額） 12,241 9,270

有形固定資産合計 19,345 16,683

無形固定資産   

のれん 329 356

その他 262 247

無形固定資産合計 591 603

投資その他の資産 5,015 4,727

固定資産合計 24,952 22,015

資産合計 79,309 72,362

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,206 9,862

短期借入金 14,634 14,071

1年内返済予定の長期借入金 1,288 827

未払法人税等 109 80

賞与引当金 678 1,305

その他 7,212 6,127

流動負債合計 35,129 32,274

固定負債   

新株予約権付社債 4,995 4,995

長期借入金 11,921 5,697

退職給付引当金 424 435

その他 147 180

固定負債合計 17,488 11,307

負債合計 52,618 43,582



（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) 

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 4,633 6,186

自己株式 △68 △65

株主資本合計 26,209 27,766

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 179 345

為替換算調整勘定 302 668

評価・換算差額等合計 482 1,013

純資産合計 26,691 28,779

負債純資産合計 79,309 72,362



（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 34,941

売上原価 28,736

売上総利益 6,205

販売費及び一般管理費 7,043

営業損失（△） △837

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 39

持分法による投資利益 263

その他 78

営業外収益合計 397

営業外費用  

支払利息 379

固定資産除却損 39

為替差損 1,280

その他 135

営業外費用合計 1,834

経常損失（△） △2,274

税金等調整前四半期純損失（△） △2,274

法人税、住民税及び事業税 82

法人税等調整額 △1,178

法人税等合計 △1,095

四半期純損失（△） △1,179



（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（△） △2,274

減価償却費 1,729

のれん償却額 28

賞与引当金の増減額（△は減少） △626

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10

受取利息及び受取配当金 △54

支払利息 379

為替差損益（△は益） 890

持分法による投資損益（△は益） △263

固定資産除却損 39

売上債権の増減額（△は増加） 1,059

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,933

仕入債務の増減額（△は減少） 1,481

その他の資産の増減額（△は増加） △375

その他の負債の増減額（△は減少） △1,010

小計 △1,941

利息及び配当金の受取額 52

利息の支払額 △384

法人税等の還付額 89

法人税等の支払額 △321

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,505

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 △3,736

無形固定資産の取得による支出 △65

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 △256

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,119

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） 1,601

長期借入れによる収入 7,450

長期借入金の返済による支出 △766

自己株式の純増減額（△は増加） △3

配当金の支払額 △371

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,910

現金及び現金同等物に係る換算差額 △236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,050

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 7,922



 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。 

  

 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) 

  

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) 

  

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) 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
 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 
14,716 20,225 34,941  ― 34,941

 (2)セグメント間の内  

部売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―

 計 14,716 20,225 34,941 ―  34,941

 営業利益又は営業損失  

(△) 
△2,144 1,306 △837 ―  △837

〔所在地別セグメント情報〕 

  
 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 
 30,884 4,057 34,941  ― 34,941

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 191 148 339  (339)  ―

 計  31,075 4,205 35,281  (339) 34,941

 営業利益又は営業損失

(△) 
 △969 132 △837  ― △837

〔海外売上高〕 

   北米  ヨーロッパ  アジア  その他の地域  計 

 海外売上高(百万円)  5,401  4,011  7,335  186  16,935

 連結売上高(百万円)  ―  ―  ―  ―  34,941

 連結売上高に占める

海外売上高の割合(％) 
 15.5  11.5  21.0  0.5  48.5

（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。 

  



 「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

  

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年3月期 
第3四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 35,027 

Ⅱ 売上原価  27,641

売上総利益 7,385 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,969 

営業利益 416 

Ⅳ 営業外収益 274 

Ⅴ 営業外費用 595 

経常利益  94

税金等調整前四半期純利益  94

法人税、住民税及び事業税  857

四半期純損失(△) △762



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第3四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

   

  
前年同四半期

（平成20年3月期 
第3四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益   94

減価償却費   1,403

引当金の増減額(減少:△)  △552

営業外損益の調整額  △164

債権債務の増減額  △2,768

たな卸資産の増減額(増加:△)   △3,308

その他   542

小計 △4,753

法人税等の支払額  △1,085

その他  △18

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,857

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

固定資産の取得による支出  △2,565

その他  31

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,533

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

借入金・社債の増減額(減少:△)    6,411

その他  △5

配当金の支払額  △424

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,982

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減
少：△） 

△2,410

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期末残高  3,755
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