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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 9,245 ― 255 ― 63 ― △156 ―

20年3月期第3四半期 17,398 113.7 1,185 215.6 1,149 88.1 678 51.8

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 △8.87 ―

20年3月期第3四半期 40.07 ―

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 25,468 20,950 82.2 1,191.53
20年3月期 27,921 22,095 79.1 1,250.46

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  20,943百万円 20年3月期  22,079百万円

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  

現時点における配当予想は未定です。  

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 ― ― ― 11.00 11.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 15,600 △10.3 680 △42.7 500 △56.5 50 △92.6 2.84

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．上記の予想は、本資料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。 
３．平成21年３月期の配当予想につきましては、現時点では未定です。当期の通期業績および来期の業績見通しを総合的に判断した上で、当社普通株式の一株当たり
配当金を７円から９円の範囲内で決定し、これに創立60周年記念配当一株当たり２円を加算して、改めて公表いたします。  

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3四半期  17,657,000株 20年3月期  17,657,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  80,276株 20年3月期  175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  17,649,083株 20年3月期第3四半期  16,938,911株
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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経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経済

に大きな影響を与え、特に昨秋以降、世界経済の急速な悪化とともに、企業の生産活動の低迷、さらには円高の進行

が輸出の大幅な減少をもたらし、企業業績にとっては大変厳しいものとなりました。その結果、民間設備投資の減少、

雇用情勢の悪化、個人消費の低迷などを背景として、国内の景況感は急速に悪化しました。

　このような状況の中、当社グループは、国内外で、主力製品の拡販と積極的な営業活動を展開してまいりましたが、

国内設備投資の中止、縮小、延期の影響などを受け、当第３四半期連結累計期間における受注高は94億19百万円、売

上高は92億45百万円(前年同期比46.9％減)となりました。

　また、利益面においては、売上高の減少から営業利益は２億55百万円(同78.4％減)、原材料価格変動のリスクヘッ

ジのためのデリバティブ評価損および円高に伴う為替差損により経常利益は63百万円(同94.4％減)にとどまり、株価

低迷による投資有価証券の評価損計上により１億56百万円の四半期純損失（前年同期は６億78百万円の四半期純利益）

となりました。当第３四半期連結会計期間末の受注残高は139億14百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　船舶用機器事業は、世界経済の悪化に伴い新造船建造機運も停滞し、当第３四半期連結累計期間における受注高は

32億96百万円、売上高は32億57百万円、営業利益は３億22百万円となり、当第３四半期連結会計期間末の受注残高は

47億８百万円となりました。

　陸上用機器事業は、石油精製業界向け空冷式熱交換器の受注・売上が低調だったことから、当第３四半期連結累計

期間における受注高は22億64百万円、売上高は15億86百万円、営業利益は22百万円となり、当第３四半期連結会計期

間末の受注残高は44億49百万円となりました。

　水処理装置事業は、依然として中東諸国向け海水淡水化装置の受注がなかったことに加え、旺盛であった蒸発濃縮

装置需要にやや陰りがみられ、当第３四半期連結累計期間における受注高は25億円、売上高は30億86百万円と低調に

推移し、１億22百万円の営業損失となりました。当第３四半期連結会計期間末の受注残高は36億44百万円となりまし

た。

　消音冷熱装置事業他は、官公需・民需向けとも設備投資は依然として低調で、当第３四半期連結累計期間における

受注高は13億57百万円、売上高は13億15百万円、営業利益は33百万円となり、当第３四半期連結会計期間末の受注残

高は11億12百万円となりました。

　（注）括弧内の前年同期比較に関する情報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

①資産

　前連結会計年度末と比べて24億53百万円減少しましたが、その主な内訳は受取手形及び売掛金が入金等により25億

68百万円減少したことや仕掛品が16億69百万円増加したこと、投資有価証券が評価減等により13億19百万円減少した

ことによるものです。

②負債

　前連結会計年度末と比べて13億７百万円減少しましたが、その主な内訳は支払手形及び買掛金が３億66百万円減少

したことや未払法人税等が３億44百万円減少したこと、繰延税金負債が投資有価証券の評価減等により４億11百万円

減少したことによるものです。

③純資産

　前連結会計年度末と比べて11億45百万円減少しましたが、その主な内訳は利益剰余金が３億50百万円減少したこと

やその他有価証券評価差額金が６億88百万円減少したことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の通期の業績予想につきましては、平成20年11月13日に発表しました予想値から変更しております。

詳細につきましては本日（平成21年２月10日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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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棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係る

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等を見積り、簿価切下げを行う方法によってお

ります。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　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。

（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

　①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用

　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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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　平成18年７月５日）

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。なお、当該会計基準を期首在庫の評価から適用し、期首在庫に含まれ

る変更差額を特別損失として計上しております。これにより当第３四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純

損失は10,538千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

　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）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。
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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：千円）

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 5,823,349 6,080,842

受取手形及び売掛金 6,156,338 8,725,093

有価証券 200,630 301,140

仕掛品 3,979,333 2,310,287

原材料及び貯蔵品 842,191 679,437

前渡金 56,947 72,686

前払費用 83,096 39,355

繰延税金資産 278,928 353,925

その他 101,188 124,177

貸倒引当金 △3,801 △4,082

流動資産合計 17,518,201 18,682,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,492,109 5,461,159

減価償却累計額 △3,719,622 △3,630,988

建物及び構築物（純額） 1,772,487 1,830,171

機械装置及び運搬具 2,280,665 2,253,242

減価償却累計額 △1,890,927 △1,848,507

機械装置及び運搬具（純額） 389,738 404,734

工具、器具及び備品 1,001,063 989,753

減価償却累計額 △878,422 △824,816

工具、器具及び備品（純額） 122,641 164,936

土地 1,923,751 1,927,491

建設仮勘定 185,800 3,975

有形固定資産合計 4,394,418 4,331,309

無形固定資産   

その他 17,688 8,971

無形固定資産合計 17,688 8,971

投資その他の資産   

投資有価証券 3,246,444 4,565,746

長期前払費用 25,590 33,745

繰延税金資産 39,971 49,357

その他 267,600 290,409

貸倒引当金 △41,228 △40,430

投資その他の資産合計 3,538,378 4,898,828

固定資産合計 7,950,484 9,239,109

資産合計 25,468,686 27,921,973
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（単位：千円）

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 1,035,688 1,401,888

未払費用 113,731 131,921

未払法人税等 23,274 368,083

前受金 118,845 76,195

賞与引当金 259,858 321,142

役員賞与引当金 5,349 22,600

工事補償等引当金 179,373 193,000

受注損失引当金 24,600 74,040

その他 650,286 653,364

流動負債合計 2,411,007 3,242,233

固定負債   

繰延税金負債 81,991 493,589

退職給付引当金 1,768,356 1,843,851

役員退職慰労引当金 256,952 246,517

固定負債合計 2,107,300 2,583,958

負債合計 4,518,307 5,826,192

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,000 2,220,000

資本剰余金 1,684,835 1,684,835

利益剰余金 16,796,848 17,147,692

自己株式 △56,402 △98

株主資本合計 20,645,281 21,052,429

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 316,128 1,004,743

繰延ヘッジ損益 － 936

為替換算調整勘定 △18,159 21,099

評価・換算差額等合計 297,969 1,026,779

少数株主持分 7,127 16,572

純資産合計 20,950,378 22,095,781

負債純資産合計 25,468,686 27,921,973
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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：千円）

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 9,245,995

売上原価 7,245,501

売上総利益 2,000,493

販売費及び一般管理費  

運賃 116,242

特許権使用料 2,790

販売手数料 96,363

広告宣伝費 25,934

貸倒引当金繰入額 1,937

役員報酬 98,480

従業員給料及び手当 502,719

賞与引当金繰入額 77,197

役員賞与引当金繰入額 4,949

福利厚生費 117,830

退職給付引当金繰入額 60,962

役員退職慰労引当金繰入額 28,254

旅費及び交通費 71,657

賃借料 49,650

工事補償等引当金繰入額 23,715

研究開発費 135,272

減価償却費 52,842

その他 277,952

販売費及び一般管理費合計 1,744,753

営業利益 255,740

営業外収益  

受取利息 47,172

受取配当金 46,632

持分法による投資利益 36,089

その他 12,498

営業外収益合計 142,393

営業外費用  

支払利息 375

為替差損 42,476

デリバティブ評価損 284,013

たな卸資産処分損 3,700

その他 3,688

営業外費用合計 334,254

経常利益 63,878

特別損失  

固定資産除却損 9,364

投資有価証券評価損 92,094

たな卸資産評価損 10,538

特別損失合計 111,997

税金等調整前四半期純損失（△） △48,118

法人税、住民税及び事業税 41,129

法人税等調整額 72,048

法人税等合計 113,177

少数株主損失（△） △4,677

四半期純損失（△） △156,618
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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（△） △48,118

減価償却費 250,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,241

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,283

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,251

工事補償等引当金の増減額(△は減少) △13,626

受注損失引当金の増減額（△は減少） △49,440

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72,437

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,434

受取利息及び受取配当金 △93,805

支払利息 375

為替差損益（△は益） 5,242

持分法による投資損益（△は益） △36,089

固定資産除売却損益（△は益） 9,364

売上債権の増減額（△は増加） 2,583,108

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,843,401

仕入債務の増減額（△は減少） △312,091

その他 94,324

小計 406,740

利息及び配当金の受取額 155,401

利息の支払額 △379

法人税等の支払額 △378,576

営業活動によるキャッシュ・フロー 183,186

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却及び償還による収入 200,000

有形固定資産の取得による支出 △356,434

有形固定資産の売却による収入 84

投資有価証券の取得による支出 △4,772

その他 △14,131

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,254

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △56,304

配当金の支払額 △194,225

少数株主への配当金の支払額 △301

財務活動によるキャッシュ・フロー △250,831

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,593

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △257,492

現金及び現金同等物の期首残高 6,080,842

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,823,349
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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。

（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）

船舶用
機器事業
（千円）

陸上用
機器事業
（千円）

水処理
装置事業
（千円）

消音冷熱
装置事業他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
3,257,273 1,586,235 3,086,894 1,315,591 9,245,995 － 9,245,995

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 3,257,273 1,586,235 3,086,894 1,315,591 9,245,995 － 9,245,995

営業利益又は

営業損失（△）
322,162 22,787 △122,217 33,007 255,740 － 255,740

（注）１　事業区分の方法

　事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。

２　各事業区分の主な製品

船舶用機器事業 船舶用海水淡水化装置、熱交換器、汚水処理装置、油水分離器、LNG船用超低温バタ

フライ弁等。

陸上用機器事業 空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール等。

水処理装置事業 陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置等。

消音冷熱装置事業他 騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、水冷媒放射空調システム、駐車場経営等。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。
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〔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）

アジア
（除く中東）

中東 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,058,850 144,820 21,468 1,225,138

Ⅱ　連結売上高（千円）    9,245,995

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合（％）
11.5 1.6 0.2 13.3

（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分の属する主な国又は地域

(1) アジア（除く中東）……韓国・インドネシア・中国

(2) 中東………………………サウジアラビア・バーレーン・アラブ首長国連邦

(3) その他の地域……………ギリシャ・米国・ドイツ

（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。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 17,398,273

Ⅱ　売上原価 14,021,705

売上総利益 3,376,568

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,190,766

営業利益 1,185,802

Ⅳ　営業外収益 197,688

Ⅴ　営業外費用 234,341

経常利益 1,149,149

Ⅵ　特別利益 12,935

Ⅶ　特別損失 13,687

税金等調整前四半期純利益 1,148,397

法人税、住民税及び事業税 615,425

法人税等調整額 △145,247

少数株主損失（△） △590

四半期純利益 678,810
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成20年３月期第３四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

１　税金等調整前四半期純利益 1,148,397

２　減価償却費 214,836

３　貸倒引当金の増減額（△は減少） 135

４　賞与引当金の増減額（△は減少） 191,129

５　役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,699

６　工事補償等引当金の増減額（△は減少） 49,100

７　受注損失引当金の増減額（△は減少） 39,300

８　退職給付引当金の増減額（△は減少） 495

９　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,468

10　受取利息及び受取配当金 △79,533

11　支払利息 2,783

12　為替差損益（△は益） 3,076

13　有価証券売却損益（△は益） △1,062

14　投資有価証券売却損益（△は益） △12,306

15　持分法による投資損益（△は益） △108,342

16　固定資産除売却損益（△は益） 1,202

17　売上債権の増減額（△は増加） △2,783,231

18　たな卸資産の増減額（△は増加） 2,547,483

19　仕入債務の増減額（△は減少） △511,380

20　その他 182,234

小計 839,551

21　利息及び配当金の受取額 89,833

22　利息の支払額 △2,782

23　法人税等の支払額 △497,221

営業活動によるキャッシュ・フロー 429,380

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

１　有価証券の売却及び償還による収入 775,044

２　有形固定資産の取得による支出 △278,029

３　有形固定資産の売却による収入 638

４　投資有価証券の取得による支出 △153,597

５　投資有価証券の売却による収入 1,159,783

６　その他 △262

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,503,575

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１　自己株式の取得による支出 △4,161

２　配当金の支払額 △169,406

３　少数株主への配当金の支払額 △353

財務活動によるキャッシュ・フロー △173,921

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,587

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,754,447

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,681,265

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 3,435,713
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