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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 29,699 ― 1,694 ― 2,046 ― 1,262 ―

20年3月期第3四半期 28,125 60.5 1,274 ― 1,358 ― 769 ―

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 49.03 49.03
20年3月期第3四半期 29.88 ―

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 63,076 25,350 40.2 983.92
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3四半期  25,331百万円 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．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3四半期  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3四半期  4,143,857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3四半期  25,746,649株 20年3月期第3四半期  25,749,658株
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当第３四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
な金融不安の影響などにより、景気の後退感が強まりました。  
  
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にもかげりがみられ、景気の後

退感の中、民間設備投資への慎重さが増すなどの影響により、受注競争は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３四半期連結累計期間の受注高は37,962百万円（前年同期比3,741百万円減少）と

なりました。これを需要先別にみますと官公需は11,610百万円（前年同期比1,794百万円減少）、国内民
需は3,750百万円（前年同期比709百万円減少）、海外需要は22,601百万円（前年同期比1,237百万円減
少）となっております。  
  
当第３四半期連結累計期間の売上高は、海外向けの増加により29,699百万円（前年同期比1,573百万円

増加）を計上し、当第３四半期の受注残高は57,472百万円（前年同期比1,793百万円減少）となりまし
た。  
  
収益面につきましては、当第３四半期連結累計期間の営業利益は1,694百万円（前年同期比420百万円増

加）、経常利益は2,046百万円（前年同期比687百万円増加）、四半期純利益は1,262百万円（前年同期比
493百万円増加）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３四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1,000百万円増加し63,076百
万円となりました。これは主に、棚卸資産が増加（前連結会計年度比4,353百万円増加）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3,402百万円減少）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1,681百万円増加し37,726百万円となりました。これは短期借入金が

増加（前連結会計年度比2,182百万円増加）したこと及び前受金が増加（前連結会計年度比3,590百万円増
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680百万円減少し25,350百万円となりました。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2,081百万円減少）したことなどによる
ものであります。  
  

  
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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該当事項はありません。 
  

① 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、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 最終改正平成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 最終改正平成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69百万円計上されて
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)

(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 3,407 4,691

受取手形及び売掛金 19,242 19,545

有価証券 5 7

商品及び製品 160 157

仕掛品 12,844 8,973

原材料及び貯蔵品 1,263 784

その他 5,839 4,145

貸倒引当金 △6 △9

流動資産合計 42,757 38,295

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,483 2,485

機械及び装置（純額） 2,503 2,623

土地 1,465 1,465

その他 377 551

有形固定資産合計 6,830 7,125

無形固定資産 49 62

投資その他の資産   

投資有価証券 11,776 15,179

その他 1,716 1,466

貸倒引当金 △53 △53

投資その他の資産合計 13,439 16,593

固定資産合計 20,319 23,781

資産合計 63,076 62,076
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（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 10,189 12,960

短期借入金 8,381 6,199

未払法人税等 207 645

前受金 7,465 3,875

賞与引当金 336 732

製品保証引当金 735 433

工事損失引当金 1,385 1,024

その他 1,761 1,460

流動負債合計 30,463 27,330

固定負債   

長期借入金 4,271 4,332

退職給付引当金 1,983 1,969

繰延税金負債 267 1,690

その他 740 722

固定負債合計 7,263 8,715

負債合計 37,726 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 18,327 17,476

自己株式 △2,189 △2,183

株主資本合計 22,342 21,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,950 4,032

繰延ヘッジ損益 808 250

為替換算調整勘定 229 237

評価・換算差額等合計 2,988 4,519

新株予約権 12 －

少数株主持分 6 13

純資産合計 25,350 26,030

負債純資産合計 63,076 62,076
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(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 29,699

売上原価 23,591

売上総利益 6,108

販売費及び一般管理費 4,413

営業利益 1,694

営業外収益  

受取配当金 231

持分法による投資利益 91

受取賃貸料 51

その他 167

営業外収益合計 541

営業外費用  

支払利息 117

その他 71

営業外費用合計 189

経常利益 2,046

特別利益  

投資有価証券売却益 183

特別利益 183

特別損失  

投資有価証券評価損 166

リース解約損 20

特別損失 187

税金等調整前四半期純利益 2,042

法人税等 787

少数株主損失（△） △6

四半期純利益 1,262
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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。 
  

前第３四半期連結累計期間(平成19年４月１日～平成19年12月31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

「参考」

(要約) 四半期連結損益計算書

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 売上高 28,125

Ⅱ 売上原価 22,691

   売上総利益 5,434

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,160

   営業利益 1,274

Ⅳ 営業外収益 443

Ⅴ 営業外費用 358

   経常利益 1,358

Ⅵ 特別損失 6

   税金等調整前四半期 
   純利益 1,352

   法人税住民税及び事業税 584

   少数株主損失(△) △2

   四半期純利益 769
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  需要先別の生産、受注及び販売状況 

 
  

                                          以 上 

  

6. その他

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)

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)

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 13,405 32.1 11,610 30.6 △1,794 △13.4

受注高 民   需 4,460 10.7 3,750 9.9 △709 △15.9

海 外 需 要 23,838 57.2 22,601 59.5 △1,237 △5.2

計 41,704 100.0 37,962 100.0 △3,741 △9.0

官 公 需 4,384 15.6 5,136 17.3 752 17.2

売上高 民   需 4,539 16.1 3,757 12.6 △781 △17.2

海 外 需 要 19,201 68.3 20,804 70.1 1,603 8.3

計 28,125 100.0 29,699 100.0 1,573 5.6

官 公 需 17,415 29.4 16,948 29.5 △466 △2.7

受注 

残高
民   需 3,630 6.1 3,201 5.6 △428 △11.8

海 外 需 要 38,220 64.5 37,322 64.9 △898 △2.3

計 59,266 100.0 57,472 100.0 △1,793 △3.0
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