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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,045 ― 407 ― 389 ― 118 ―
20年3月期第3四半期 3,222 △4.3 189 △35.1 166 △36.4 6 △95.3

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 10.56 ―
20年3月期第3四半期 0.56 ―

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 7,156 1,640 22.9 146.76
20年3月期 6,904 1,624 23.5 145.29

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,640百万円 20年3月期  1,624百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 5,300 9.4 540 50.0 510 56.4 170 97.7 15.17

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  11,200,000株 20年3月期  11,200,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  19,482株 20年3月期  19,207株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  11,180,657株 20年3月期第3四半期  11,182,505株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.業績事項につきましては、発表日現在における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り予想数値と異なる場合がありま
す。 
2.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機に端を発した世界的景気後退に伴  
 い、企業収益の大幅な低下、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化、円高による輸出の減少など、景    
 気の悪化が鮮明になる状況で推移しました。 
 当第３四半期累計期間の売上高は製品事業部門売上3,508百万円(前年同期比28.7％増)、不動産事  
 業部門売上537百万円(同8.3％増)、合計4,045百万円(同25.5％増)となりました。 
 損益面におきましては、営業利益407百万円(前年同期比218百万円増)、経常利益389百万円(同223 
 百万円増)、第３四半期純利益は118百万円(同112百万円増)となりました。 
 次に製品事業について部門別の状況を申し上げます。 
 真空ポンプ部門では、ドライ真空ポンプが化学工業、化学薬品工業向けに液晶表示装置製造用、 
 シリコンウェハー製造用として出荷され売上を伸ばした他、水封式真空ポンプが医療設備向けな 
 どに出荷され、売上高は1,768百万円(前年同期比24.1％増)となりました。 
 送風機・圧縮機部門においても、ロータリブロワが電力、化学、ガス、飼料、製粉などの諸工業 
 向けに輸送用、送風用、水処理用として出荷され、売上高は770百万円(同72.2％増)となりまし 
 た。増収の要因としましては、ロータリブロワがインドや韓国に輸出されたものが主なものであ 
 ります。 
 部品および修理部門では、各種ポンプの部品供給や修理が主なものであり、売上高は804百万円 
 (同17.3％増)となりました。 
 その他の部門では、真空式脱気装置や省力運搬装置ならびにオイルロータリポンプなどを合わせ 
 まして、売上高は165百万円(同2.1％減)にとどまりました。 
  輸出関係につきましては、当第３四半期累計期間製品売上高に対し19.9％の699百万円となりまし 
 た。ドライ真空ポンプがアメリカ、中国、シンガポール、マレーシアに、送風機・圧縮機がイン 
 ド、韓国、台湾、ベネズエラ、イラン等に出荷され、また、部品の供給として中国、台湾、韓 
 国、インド、インドネシア、シンガポール等のアジア諸国をはじめアメリカに出荷されました。 
 不動産事業につきましては、貸ビル改装後の賃料値上げ効果もあり、貸ビルの売上高で537百 
 万円(前年同期比25.5％増)となりました。 
 なお、前年同期増減率は参考として記載しております。 

  

総資産は受取手形及び売掛金の減少299百万円、投資有価証券の減少119百万円等があったものの、 
  現預金の増加642百万円があったことにより前事業年度末比251百万円増加し、7,156百万円となり 
  ました。 
  純資産はその他有価証券評価差額金が67百万円減少したものの、利益剰余金が84百万円増加した 
  ことから16百万円増加し、1,640百万円となりました。この結果、自己資本比率は前事業年度末比 
  0.6％低下し、22.9％となりました。 
  当第3四半期累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが大幅 
 なプラスとなったため、前事業年度末比542百万円増加し866百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 法人税等の支払、棚卸資産の増加、等の大口マイナスがあったものの、それを上回る税引前四半 
 期純利益、仕入債務、減価償却費の増加及び売上債権の減少、等により808百万円のプラスを確保 
 しました。 
（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を主因として286百万円のマイナスとなりました。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 大きな変動要因はなく、20百万円のプラスとなりました。 
  
  

今後のわが国の経済状勢につきましては、世界的な景気後退を受け、当社におきましても受注の減  
 少に加え、顧客からの製品価格値下げ要請もあり、採算の悪化が懸念されております。 
 このようななか、受注の確保に注力するとともに、生産効率の向上、固定費削減を推進してゆく 
 方針であります。 
 現時点では、平成20年11月14日発表の業績予想を変更しておりません。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報 

3. 業績予想に関する定性的情報
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当第３四半期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、第２四半期会計 
 期間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。 

定率法を採用している固定資産については、事業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。 

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。  
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、第２四半期会計期間末以降、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、第２四半期会計期間において使用した将来の 
 業績予測を利用する方法によっております。 

当事業年度より「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、 
 「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  
  

  
  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
  ＜簡便な会計処理＞ 
 ①棚卸資産の評価方法   

 ②固定資産の減価償却費の算定方法

 ③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 

(2) 四半期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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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 966,219 323,318

受取手形及び売掛金 1,709,405 2,008,613

原材料 497,610 450,466

仕掛品 943,604 890,681

その他 69,013 100,264

流動資産合計 4,185,853 3,773,344

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,653,114 1,623,572

その他（純額） 848,470 805,459

有形固定資産合計 2,501,585 2,429,031

無形固定資産 9,542 14,027

投資その他の資産   

その他 762,043 999,178

貸倒引当金 △302,995 △311,490

投資その他の資産合計 459,047 687,687

固定資産合計 2,970,175 3,130,746

資産合計 7,156,028 6,904,091

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,322,256 1,069,710

短期借入金 1,218,788 912,572

未払法人税等 89,997 119,230

賞与引当金 29,348 87,472

その他 655,095 653,591

流動負債合計 3,315,486 2,842,576

固定負債   

社債 220,000 300,000

長期借入金 1,203,056 1,362,692

退職給付引当金 279,947 281,930

役員退職慰労引当金 99,388 93,535

その他 397,263 398,942

固定負債合計 2,199,655 2,437,100

負債合計 5,515,141 5,279,676
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,930 303,930

利益剰余金 497,885 413,388

自己株式 △6,642 △6,572

株主資本合計 1,580,174 1,495,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,712 128,668

評価・換算差額等合計 60,712 128,668

純資産合計 1,640,887 1,624,414

負債純資産合計 7,156,028 6,904,091
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 4,045,361

売上原価 3,169,888

売上総利益 875,473

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 161,901

賞与引当金繰入額 6,102

退職給付引当金繰入額 5,667

役員退職慰労引当金繰入額 5,853

その他 288,797

販売費及び一般管理費合計 468,322

営業利益 407,150

営業外収益  

受取利息 1,537

受取配当金 6,842

その他 23,509

営業外収益合計 31,889

営業外費用  

支払利息 43,555

その他 5,624

営業外費用合計 49,179

経常利益 389,860

特別利益  

固定資産売却益 34

貸倒引当金戻入額 7,737

特別利益合計 7,771

特別損失  

たな卸資産評価損 51,245

その他 5,739

特別損失合計 56,985

税引前四半期純利益 340,646

法人税、住民税及び事業税 182,831

法人税等調整額 39,774

法人税等合計 222,606

四半期純利益 118,039
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,277,231

売上原価 1,015,515

売上総利益 261,716

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 48,375

賞与引当金繰入額 6,102

退職給付引当金繰入額 1,889

役員退職慰労引当金繰入額 2,792

その他 95,019

販売費及び一般管理費合計 154,179

営業利益 107,537

営業外収益  

受取利息 504

受取配当金 2,524

その他 3,134

営業外収益合計 6,163

営業外費用  

支払利息 14,582

その他 1,265

営業外費用合計 15,848

経常利益 97,852

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,075

特別利益合計 4,075

特別損失  

投資有価証券評価損 4,733

その他 18

特別損失合計 4,752

税引前四半期純利益 97,176

法人税、住民税及び事業税 19,281

法人税等調整額 29,440

法人税等合計 48,722

四半期純利益 48,454
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 340,646

減価償却費 160,940

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,494

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,123

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,983

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,853

受取利息及び受取配当金 △8,380

支払利息 43,555

投資有価証券評価損益（△は益） 4,733

固定資産除却損 926

固定資産売却損益（△は益） 45

売上債権の増減額（△は増加） 299,208

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,566

その他の資産の増減額（△は増加） 6,298

仕入債務の増減額（△は減少） 252,545

その他の負債の増減額（△は減少） 113,467

小計 1,050,672

利息及び配当金の受取額 8,727

利息の支払額 △39,581

法人税等の支払額 △211,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 808,605

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 △334,061

有形固定資産の売却による収入 1,837

貸付金の回収による収入 3,640

預り保証金の受入による収入 27,628

その他 14,360

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,594

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） 189,000

長期借入れによる収入 376,000

長期借入金の返済による支出 △418,420

社債の償還による支出 △92,500

自己株式の取得による支出 △69

配当金の支払額 △33,121

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,889

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 542,900

現金及び現金同等物の期首残高 323,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 866,219
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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前四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）四半期損益計算書 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

「参考」

    前第3四半期累計期間   
（自 平成19年4月1日  

      至 平成19年12月31日）

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,222,706

Ⅱ 売上原価 2,628,972

   売上総利益 593,734

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費
404,341

   営業利益 189,393

Ⅳ 営業外収益 21,205

   受取利息及び配当金 8,973

   その他 12,231

Ⅴ 営業外費用 44,533

   支払利息 42,367

   その他 2,166

  経常利益 166,065

Ⅵ 特別利益 45,796

Ⅶ 特別損失 97,478

   税引前四半期純利益 114,383

   法人税等 108,074

   四半期純利益 6,308
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