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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 2,849 △60.1 △31 ― △57 ― △152 ―

20年3月期第3四半期 7,135 142.0 1,139 174.5 1,154 155.1 791 254.3

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 △35.88 ―

20年3月期第3四半期 185.86 ―

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 6,261 5,540 88.4 1,300.86
20年3月期 7,481 6,028 80.5 1,413.54

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,533百万円 20年3月期  6,021百万円

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 ― 62.50 62.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.50 12.50

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 3,809 △53.0 53 △95.6 66 △94.3 32 △95.6 7.55

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、２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、２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、平成20年11月13日に公表しました内容から変更しておりません。 
2.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
3. 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  4,342,554株 20年3月期  4,342,554株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  88,738株 20年3月期  82,859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  4,254,792株 20年3月期第3四半期  ―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３四半期におけるわが国経済は、昨年９月来の欧米発の金融危機が異例の速さで実体経済にも波及し我が国経

済にも深刻な影響を与えております。自動車産業・電機産業などの我が国基幹産業も海外経済の減速・急激な円高に

よる輸出の減少で、生産計画に大きな打撃を受け、その影響は周辺産業の受注の減少、個人消費及び雇用にまで及ん

でいる状況です。当面、景気の悪化が続くものとみられ、世界景気の一層の下振れ懸念や株式・為替市場の大幅な変

動の影響など、景気を更に悪化させる可能性があるものと思われます。 

  当社グループの関連市場である電機機器及び産業機器分野におきましても、先に述べたとおり、世界経済が急速に

減速し、我が国経済の牽引役であった輸出が鈍化した影響で、生産と設備投資が抑制されております。当第４四半期

には受注の減少という形でその影響が確実に現れ、厳しい事業環境が継続しております。 

 このような経済状況のもとで、当社グループは、市場ニーズにあった新製品の開発・投入、一層の営業力の強化に

よる新規顧客の開拓、更なる品質や生産効率の向上等に総力をあげて取り組んでおります。新規事業分野におきまし

ては、従前からのゴルフ場再生を目的としたファンドへの投資による着実な収益に加え、地球環境に対する問題意識

の高まりの中で、オゾン・マイクロナノバブル混合水発生装置に対する認知度と期待感が上昇し、引合いと販売も

徐々に増えつつある状況になってまいりました。これらの結果、当第３四半期における売上高は2,849百万円、営業

損失は31百万円、経常損失は57百万円、四半期純損失は152百万円となりました。 

  なお、この第３四半期に固定資産に係る減損処理を実施し、特別損失として36百万円計上しております。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末比1,220百万円減少し、6,261百万円となりました。これは現預金の減

少913百万円、販売用不動産の減少111百万円、その他の流動資産の増加317百万円、投資有価証券の減少582百万円な

どによるものです。また、負債総額につきましては一年以上償還予定社債の減少80百万円、未払法人税等の減少622

百万円、賞与引当金の減少32百万円、繰延税金負債の減少36百万円などにより、前連結会計年度末比732百万円減少

の720百万円となりました。純資産につきましては四半期損失の計上などの結果、前連結会計年度末比487百万円減少

の5,540百万円となっております。この結果自己資本比率は、前連結会計年度末の80.5％から88.4％に上昇いたしま

した。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期における業績と進捗状況を勘案し精査を行っておりますが、現段階では平成20年11月に発表した業績

予想を修正しておりません。今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

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 

 (簡便な会計処理) 

１. 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期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出する方法によっております。  

２. 固定資産の減価償却の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によ

  っております。 

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 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、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場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを使用する方法によっており、前連結会計年度以降に経営環境等に著しい変化があるか、又

は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを使用する方法によっております。 

 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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。ただ

し、見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（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 



 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。 



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 740,666 1,654,009

受取手形及び売掛金 1,406,679 1,323,353

有価証券 18,928 20,547

営業投資有価証券 1,497,241 1,582,514

商品 25,201 19,189

製品 136,740 96,146

原材料 269,112 224,073

仕掛品 132,275 77,281

その他のたな卸資産 5,370 4,607

販売用不動産 163,000 274,656

その他 348,683 76,469

貸倒引当金 △2,026 －

流動資産合計 4,741,872 5,352,848

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 277,022 289,963

機械装置及び運搬具（純額） 68,901 80,984

工具、器具及び備品（純額） 62,986 71,117

土地 662,485 671,140

建設仮勘定 － 709

有形固定資産合計 1,071,396 1,113,916

無形固定資産   

借地権 32,841 32,841

その他 29,046 13,364

無形固定資産合計 61,888 46,206

投資その他の資産   

投資有価証券 320,438 903,421

その他 66,970 65,580

貸倒引当金 △1,152 －

投資その他の資産合計 386,256 969,002

固定資産 1,519,541 2,129,125

資産合計 6,261,413 7,481,973



（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 502,867 480,861

1年内償還予定の社債 － 80,000

未払法人税等 － 622,620

未払消費税等 5,983 －

賞与引当金 9,601 42,277

役員賞与引当金 － 10,000

その他 106,225 96,053

流動負債合計 624,677 1,331,812

固定負債   

繰延税金負債 251 36,602

退職給付引当金 79,167 74,088

役員退職慰労引当金 12,292 6,404

その他 4,271 4,487

固定負債合計 95,983 121,583

負債合計 720,660 1,453,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448

資本剰余金 1,676,743 1,676,743

利益剰余金 2,524,223 2,943,111

自己株式 △201,110 △195,391

株主資本合計 5,538,304 5,962,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50,598 101,698

為替換算調整勘定 △55,276 △43,370

評価・換算差額等合計 △4,677 58,327

少数株主持分 7,126 7,337

純資産合計 5,540,753 6,028,578

負債純資産合計 6,261,413 7,481,973



（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 2,849,241

売上原価 2,431,175

売上総利益 418,065

販売費及び一般管理費 449,584

営業損失（△） △31,518

営業外収益  

受取利息 1,249

受取配当金 6,896

持分法による投資利益 5,262

受取賃貸料 10,882

その他 23,365

営業外収益合計 47,655

営業外費用  

支払利息 141

有価証券評価損 1,619

為替差損 67,585

その他 4,236

営業外費用合計 73,582

経常損失（△） △57,445

特別利益  

投資有価証券売却益 1,659

役員賞与引当金戻入額 3,000

特別利益合計 4,659

特別損失  

固定資産除却損 1,005

固定資産売却損 154

投資有価証券評価損 13,555

減損損失 36,621

特別損失合計 51,337

税金等調整前四半期純損失（△） △104,123

法人税等 48,745

少数株主損失（△） △211

四半期純損失（△） △152,657



（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（△） △104,123

減価償却費 71,337

減損損失 36,621

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,160

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,178

賞与引当金の増減額（△は減少） △32,658

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,079

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,887

受取利息及び受取配当金 △8,145

支払利息 141

有価証券評価損益（△は益） 1,619

投資有価証券評価損益（△は益） 13,555

持分法による投資損益（△は益） △5,262

投資有価証券売却損益（△は益） △1,659

売上債権の増減額（△は増加） △87,098

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 85,272

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,148

仕入債務の増減額（△は減少） 21,120

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,983

為替差損益（△は益） △4,604

その他 △88,530

小計 △133,275

利息及び配当金の受取額 9,433

利息の支払額 △422

法人税等の支払額 △837,683

営業活動によるキャッシュ・フロー △961,948

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 △68,542

投資有価証券の取得による支出 △3,412

投資有価証券の売却による収入 496,929

無形固定資産の取得による支出 △18,802

投資活動によるキャッシュ・フロー 406,173

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △80,000

自己株式の取得による支出 △5,765

配当金の支払額 △265,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △350,983

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,583

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △913,342

現金及び現金同等物の期首残高 1,343,964

現金及び現金同等物の四半期末残高 430,621



 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）   

  

  

  

〔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）   

〔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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

（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。 

 
送風機事業 
（千円） 

住設事業 
（千円） 

モーター関
連事業 
（千円） 

企業再生支
援事業 
（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 
2,077,168 601,778 28,787 141,506 2,849,241 － 2,849,241 

(2)セグメント間の

内部売上高又

は振替高 

－ － － － － － － 

計 2,077,168 601,778 28,787 141,506 2,849,241 － 2,849,241 

営業利益又は

営業損失 
249,149 27,653 △2,236 △133,857 140,709 (△172,228) △31,518 

  日本（千円） 中国（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 2,730,593 118,647 2,849,241 － 2,849,241 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
49,932 413,637 463,569 (△463,569) － 

計 2,780,526 532,284 3,312,811 (△463,569) 2,849,241 

営業利益又は営業損失 △76,231 △5,004 △81,235 (49,717) △31,518 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）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（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高 7,135,042 100.0 

Ⅱ 売上原価 5,581,682 78.2 

売上総利益 1,553,360 21.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 413,369 5.8 

営業利益 1,139,991 16.0 

Ⅳ 営業外収益 32,921 0.5 

Ⅴ 営業外費用 18,043 0.3 

経常利益 1,154,869 16.2 

Ⅵ 特別利益 211,695 3.0 

Ⅶ 特別損失 36,964 0.5 

税金等調整前四半期
（当期）純利益 1,329,600 18.6 

税金費用 537,067 7.5 

少数株主利益 783 0.0 

四半期（当期） 
純利益 791,749 11.1 
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