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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 119,738 ― 2,640 ― 2,776 ― 1,421 ―

20年3月期第3四半期 100,797 2.3 1,786 △18.1 1,734 △26.4 1,095 △24.3

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 16.77 ―

20年3月期第3四半期 12.92 ―

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 70,556 21,578 30.5 258.75
20年3月期 83,290 21,889 26.2 257.78

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  21,532百万円 20年3月期  21,855百万円

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 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.00 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 158,000 0.9 3,550 9.7 3,750 15.9 1,850 △3.8 21.83

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、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）業績予想につきましては、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、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性が
あります。なお、業績予想に関する事項は、３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  85,103,252株 20年3月期  85,103,252株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,887,901株 20年3月期  320,745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  84,743,294株 20年3月期第3四半期  84,801,534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経済は、米国発の世界的な金融危機の影響が強まり、 

企業収益の悪化から生産および設備投資の抑制傾向が強まったことに加え、円高の影響により輸出の 

減少が顕著となり、個人消費も雇用の悪化や先行きに対する不安から低迷するなど、景気後退が鮮明

となり且つ長期化する様相を呈しております。 

このような経済環境の下、当社グループでは電力および一般産業分野における発電設備関連や 

プラント設備関連、電子・情報分野における製造設備関連への積極的な営業展開を図った結果、 

当第３四半期連結累計期間における受注高は 1,033 億円（前年同期比 11.1％減）、売上高は 1,197 億

円（前年同期比 18.8％増）となりました。また営業利益は 26.4 億円（前年同期比 47.8％増）、 

経常利益は 27.7 億円（前年同期比 60.1％増）、四半期純利益は 14.2 億円（前年同期比 29.7％増）と

好調に推移致しました。 

  なお、当社では当連結会計年度より四半期連結財務諸表規則を適用しているため、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。 

  上記受注高、売上高におけますセグメント別の状況は以下の通りであります。 

 

[セグメント別受注および販売の状況]   

受  注  高 売  上  高 
事業部門の名称 

金額(百万円) 構 成 比(%) 金額(百万円) 構 成 比(%)

電 力 36,484 35.3 47,950 40.0

一 般 産 業 56,218 54.4 60,415 50.5

電 子 ・ 情 報 6,946 6.7 7,512 6.3

機
械
等
卸
売
事
業 

(環境保全設備） (3,105) (3.0) (3,041) (2.5)

      計 99,650 96.4 115,879 96.8

機械等製造事業 3,716 3.6 3,859 3.2

合       計 103,367 100 119,738 100 

(注) 環境保全設備の金額並びに構成比欄の（ ）内は、内数を示しております。 

 

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、前連結会計年度末に比べ 12,734 百万円（15.3％）減少

し、70,556 百万円となりました。主な増加は、現金及び預金の増加 2,855 百万円であり、主な減少は、

受取手形及び売掛金の減少 11,179 百万円、前渡金の減少 2,332 百万円並びに固定資産の減少 2,011

百万円であります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は前連結会計年度末に比べ 12,423 百万円（20.2％） 

減少し、48,977 百万円となりました。主な減少は、支払手形及び買掛金の減少 8,889 百万円並びに 

前受金の減少 2,741 百万円であります。 



当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ 310 百万円（1.4％）減少し、

21,578 百万円となりました。主な増加は、利益剰余金の増加 844 百万円であり、主な減少は、 

その他有価証券評価差額金の減少 724百万円並びに自己株式の取得による減少 311百万円であります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は前連結会計年度末の 26.2％から 30.5％

となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループにおいては、第４四半期についても引続き売上が堅調に推移するものと予想しており

ましたが、世界的な景気後退により生産および設備投資の抑制傾向が強まったことから、売上高が 

減少する見込みとなりました。 

これに伴いまして、通期の連結業績予想につきましては、売上高 1,580 億円、営業利益 35.5 億円、

経常利益 37.5 億円、当期純利益 18.5 億円を予想しております。 

 

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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定して

おります。 

 

２ 棚卸資産の評価方法 

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しております。 

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り行っております。 

 

３ 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固定資産の減価償却費の算定に関しては、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分する方法により算定しております。 

 

４ 税金費用の計算 

一部の連結子会社については、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しておりま

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 会計処理基準に関する事項の変更 

(1) 四半期財務諸表に関する事項の変更 

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。

 

(2) 重要な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棚卸資産については、従来、当社においては先入先出法による

原価法、国内連結子会社については総平均法による原価法によっておりましたが、当第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、評価基準については、原価法から原価法（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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は、いずれも軽微であります。 

また、セグメント情報に与える影響は、「四半期連結財務諸表 （４）セグメント情報」

に記載しております。 

 

(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 

当第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、連結決算上必要

な修正を行っております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益に与える影響は、いずれも軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、「四半期連結財務諸表 （４）セグメント情報」

に記載しております。 

 

(4) リース取引に関する会計基準の適用 

  (貸手側) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する

連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、「四半期連結財務諸表 （４）セグメント情報」

に記載しております。 

 

(借手側) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後

開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法を採用しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、「四半期連結財務諸表 （４）セグメント情報」

に記載しております。 



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 10,413 7,557

受取手形及び売掛金 36,854 48,034

有価証券 24 943

商品 2,468 2,381

製品 144 166

原材料 1,081 1,409

仕掛品 51 43

前渡金 5,155 7,488

繰延税金資産 321 375

その他 1,639 532

貸倒引当金 △84 △138

流動資産合計 58,070 68,793

固定資産   

有形固定資産 1,526 2,194

無形固定資産 344 323

投資その他の資産   

投資有価証券 9,375 10,894

繰延税金資産 310 129

その他 970 992

貸倒引当金 △42 △37

投資その他の資産合計 10,614 11,978

固定資産合計 12,485 14,497

資産合計 70,556 83,290

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,467 40,356

短期借入金 6,880 6,880

未払法人税等 373 648

前受金 5,579 8,321

引当金 311 650

繰延税金負債 9 －

その他 1,396 1,309

流動負債合計 46,018 58,166

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

退職給付引当金 1,508 1,382

役員退職慰労引当金 139 187

訴訟関連損失引当金 90 99

繰延税金負債 4 351

負ののれん 103 165

その他 111 47

固定負債合計 2,958 3,234

負債合計 48,977 61,401



（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 6,728 6,728

資本剰余金 2,099 2,099

利益剰余金 11,801 10,957

自己株式 △374 △62

株主資本合計 20,253 19,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,283 2,007

為替換算調整勘定 △4 126

評価・換算差額等合計 1,278 2,133

少数株主持分 46 34

純資産合計 21,578 21,889

負債純資産合計 70,556 83,290



  (2)四半期連結損益計算書 

（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) 

売上高 119,738

売上原価 109,993

売上総利益 9,745

販売費及び一般管理費 7,104

営業利益 2,640

営業外収益  

受取利息 50

受取配当金 64

負ののれん償却額 62

持分法による投資利益 31

為替差益 20

その他 137

営業外収益合計 366

営業外費用  

支払利息 103

有価証券売却損 84

その他 42

営業外費用合計 230

経常利益 2,776

特別利益  

投資有価証券売却益 88

貸倒引当金戻入額 14

その他 2

特別利益合計 105

特別損失  

投資有価証券評価損 385

品質保証追加費用 48

その他 26

特別損失合計 460

税金等調整前四半期純利益 2,421

法人税、住民税及び事業税 957

法人税等調整額 30

法人税等合計 988

少数株主利益 11

四半期純利益 1,421



 
 

  

 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）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（４）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) 

 

 
機械等 
卸売事業 
(百万円) 

機械等 
製造事業 
(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 

115,879 3,859 119,738 ― 119,738

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

15 321 337 (337) ―

計 115,894 4,181 120,075 (337) 119,738

営業利益 2,365 266 2,631 8 2,640

(注) １ 当社および連結子会社の事業区分は製品の種類、製造方法、販売方法の類似性を考慮し、

「機械等卸売事業」および「機械等製造事業」に分類しております。 

２ 事業区分の主要な内容 

 (1) 機械等卸売事業  各種産業分野の機械設備の販売等 

 (2) 機械等製造事業  各種産業用のバルブ製造・販売等 

３ 会計処理の方法の変更 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

「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会計処

理基準に関する事項の変更 (2) 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更」に記載の

とおり、当第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、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。 

これによる当第３四半期連結累計期間の機械等卸売事業および機械等製造事業の営業利益

に与える影響は、軽微であります。 

(2) 「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 

「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会計処

理基準に関する事項の変更 (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」に記載のとおり、当第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、連結決算上必要な修正を行っております。 



 
 

  

これによる当第３四半期連結累計期間の機械等卸売事業の営業利益に与える影響は、軽微

であります。 

(3) リース取引に関する会計基準の適用 

「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会計処理

基準に関する事項の変更 (4) リース取引関する会計基準の適用」に記載のとおり、貸手

側並びに借手側ともに「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったこと

に伴い、当第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。 

これによる当第３四半期連結累計期間の機械等卸売事業および機械等製造事業の営業利益

に与える影響はありません。 

 

【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。 

 

 

【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 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,120 4,522 940 13,583

Ⅱ 連結売上高(百万円) 119,738

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.8 3.7 0.8 11.3

(注) １ 国又は地域の区分方法 

地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国、サウジアラビア、台湾 

欧州：ドイツ 

その他：米国 

３ 海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

 

 

 



 
 

  

「参考資料」 

前年同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） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 100,797 100.0

Ⅱ 売上原価 92,028 91.5

売上総利益 8,768 8.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,982 6.8

   営業利益 1,786 1.7

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 51

 ２ 受取配当金 131

 ３ 負ののれん償却額 62

４ 持分法による投資利益 40

 ５ 為替差益 49

 ６ その他 74 410 0.4

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 98

 ２ 手形売却損 34

 ３ 有価証券売却損 268

 ４ その他 60 462 0.4

   経常利益 1,734 1.7

Ⅵ 特別利益 215

Ⅶ 特別損失 30

   税金等調整前四半期純利益 1,919 2.0

   法人税、住民税及び事業税 554

   法人税等調整額 262 817 0.9

   少数株主利益 7 0.0

   四半期純利益 1,095

 




