
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 酉島製作所 上場取引所 東 大 
コード番号 6363 URL http://www.torishima.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 原田 耕太郎
問合せ先責任者 （役職名） 常務執行役員管理本部長 （氏名） 姫野 寛文 TEL 072-695-0551
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月8日
有価証券報告書提出予定日 平成21年6月26日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 45,692 △3.3 2,761 4.5 3,410 32.9 1,990 41.1
20年3月期 47,272 29.9 2,643 210.2 2,566 106.0 1,410 122.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 77.32 77.30 8.0 5.5 6.0
20年3月期 54.77 ― 5.2 4.0 5.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  95百万円 20年3月期  32百万円

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 62,132 24,006 38.6 931.13
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  23,972百万円 20年3月期  26,017百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 922 △1,259 △669 3,656
20年3月期 2,511 578 △1,465 4,691

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 8.00 15.00 386 27.4 1.4
21年3月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00 437 22.0 1.8
22年3月期 

（予想） ― 9.00 ― 9.00 18.00 22.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

22,000 10.8 1,200 50.7 1,400 33.1 1,000 53.4 38.84

通期 49,000 7.2 3,300 19.5 3,500 2.6 2,100 5.5 81.56
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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）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注) 詳細は、13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式については、18ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  4,144,121株 20年3月期  4,140,774株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 42,074 △0.9 1,953 △0.3 2,493 26.4 1,073 48.5
20年3月期 42,438 30.7 1,959 278.6 1,972 43.9 722 △24.8

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

21年3月期 41.70 41.69
20年3月期 28.07 ―

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 58,664 22,425 38.2 870.36
20年3月期 57,557 24,836 43.2 964.59

（参考） 自己資本 21年3月期  22,407百万円 20年3月期  24,836百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、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。 
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① 当連結会計年度の経営成績  
 当連結会計年度の国内経済は、世界的な金融危機の影響を受け景気は下半期から急速に悪化しまし
た。  
 当ポンプ業界におきましては、上半期では比較的堅調であった海外向けの水資源・エネルギー関連需
要も下半期以降世界的な景気後退を反映して低調になり、民間設備投資の手控え、公共投資の減少傾向
と併せて全体の需要が総じて減少したことで企業間競争はより厳しい状況下にありました。  
 このような情勢のもと、当社グループは水、エネルギー関連の大型・ハイテクポンプに特化しお客様
のニーズに対応した営業活動を国内・海外において継続して展開いたしました。この結果、当連結会計
年度の受注高は、46,988百万円（前連結会計年度50,794百万円比93%）となりました。  
 これを需要先別にみますと、官公需は14,835百万円（前連結会計年度16,525百万円比90%）、国内民
需は5,245百万円（前連結会計年度5,578百万円比94%）、海外需要は26,907百万円（前連結会計年度
28,690百万円比94%）となっております。  
 当連結会計年度の売上高は、45,692百万円（前連結会計年度47,272百万円比97%）を計上し、当連結
会計年度末の受注残高としては50,505百万円（前連結会計年度49,209百万円比103%）を来期以降に繰り
越すことになりました。  
  

（当連結会計年度） 平成20年度 需要先別の受注高、売上高、受注残高 

 
  

（前連結会計年度） 平成19年度 需要先別の受注高、売上高、受注残高 

 
  
収益面につきましては、売上高が前連結会計年度比1,580百万円減少しましたが、当連結会計年度の

営業利益は、2,761百万円（前連結会計年度2,643百万円比104%）となりました。  
 経常利益は、営業外収益として、受取配当金を242百万円、為替差益を469百万円計上したことなどに
より3,410百万円（前連結会計年度2,566百万円比133%）となりました。  
 税引後の当期純利益は、特別利益として投資有価証券売却益を183百万円計上したこと、特別損失と
して投資有価証券評価損を166百万円計上したことなどにより1,990百万円（前連結会計年度1,410百万
円比141%）となりました。  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

区     分 受  注  高 売  上  高 受 注 残 高

需  要  先 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

官  公  需 14,835 31.6 14,099 30.9 11,209 22.2

民     需 5,245 11.1 5,025 11.0 3,428 6.8

海 外 需 要 26,907 57.3 26,566 58.1 35,867 71.0

      計 46,988 100.0 45,692 100.0 50,505 100.0

区     分 受  注  高 売  上  高 受 注 残 高

需  要  先 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

官  公  需 16,525 32.5 14,445 30.6 10,473 21.3

民     需 5,578 11.0 6,079 12.8 3,208 6.5

海 外 需 要 28,690 56.5 26,748 56.6 35,526 72.2

      計 50,794 100.0 47,272 100.0 49,209 100.0
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② 来期の見通しと中期計画  
 今後の見通しにつきましては、景気の先行きは予断を許さぬ情勢が続くものと思われますが、当ポン
プ業界はなお厳しい経営環境下におかれるものと予想されます。 
 当社グループといたしましては、平成19年度に創業90周年に向けて策定した３カ年中期経営計画の
終年度である来期においても、引き続き本目標実現に全力を挙げる所存であります。  
 この方策として、グループ全体の組織再編を行い経営効率の改善を目指して、平成21年４月１日をも
って当社の連結子会社で主に各種ポンプ等に関するエンジニアリング、サービス事業を行う酉島エンジ
ニアリング株式会社の事業全部を譲受する形で経営統合しました。  
 併せて平成21年４月１日をもって、新エネルギー関連の連結子会社である株式会社風力エネルギー開
発を存続会社として、株式会社玄海風力エネルギー開発と株式会社大星山風力エネルギー開発の計３社
を合併させ風力エネルギー部門の経営の効率化、合理化を図ります。  
  

３カ年の経営目標 (平成19年度策定) 

 
  

当連結会計年度期末における総資産は前連結会計年度末に比べ55百万円増加し62,132百万円となりま
した。これは、株価下落に伴い投資有価証券の帳簿価額などは減少したものの、売掛債権とたな卸資産
が増加したことなどによるものであります。  
 負債は前連結会計年度末に比べ2,080百万円増加し38,125百万円となりました。これは株価下落に伴
い投資有価証券の含み益が減少し繰延税金負債などが減少したものの、前受金が増加したことなどによ
るものであります。  
 純資産は利益剰余金が増加しましたが、その他有価証券評価差額金の減少などにより、前連結会計年
度末に比べ2,024百万円減少し24,006百万円となりました。  
  
当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

1,034 百万円減少し3,656百万円となりました。 
  
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
  
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動による資金の増加は922百万円（前連結会計年度は2,511百万円の増加）となりました。これ
は税金等調整前当期純利益が前連結会計年度比823百万円増加して3,394百万円になったこと、また、減
価償却費が873百万円、前受金の増加が3,205百万円などの資金の増加はありましたが、売上債権の増加
が3,097百万円、たな卸資産の増加が2,081百万円などの資金の減少があったことによるものです。  
  
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動による資金の減少は1,259百万円（前連結会計年度は578百万円の増加）となりました。これ
は、投資有価証券の売却による収入376百万円などがありましたが、有形固定資産の取得による支出739
百万円、貸付けによる支出543百万円、投資有価証券の取得による支出402百万円などの資金の減少があ
ったことによるものです。  
  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動による資金の減少は669百万円（前連結会計年度は1,465百万円の減少)となりました。これ
は、配当金の支払額411百万円、長期借入金の返済による支出403百万円などの資金の減少があったこと
によるものです。  

平成19年度（第127期） 平成20年度（第128期）
平成21年度
（第129期）

区 分 計画（百万円） 実績（百万円） 計画（百万円） 実績（百万円） 計画（百万円）

受注高 44,000 50,794 48,000 46,988 50,000

売上高 40,000 47,272 48,000 45,692 49,000

営業利益 1,800 2,643 2,800 2,761 3,300

経常利益 2,000 2,566 3,000 3,410 3,500

当期純利益 1,200 1,410 1,800 1,990 2,100

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  （注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。  

         自己資本比率         自己資本   ÷総資産  

         時価ベースの自己資本比率   株式時価総額 ÷総資産  

         キャッシュ・フロー対有利子負債比率   有利子負債 ÷営業キャッシュ・フロー  

         インタレスト・カバレッジ・レシオ    営業キャッシュ・フロー ÷利払い  

     ２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株控除後の期末発行済株式数により算出しております。 

     ３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象 

              としております。  

     ４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に 

              よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

  

当社グループの配当方針は株主各位への安定的配当を継続することを基本としますが、今後は、中国
等への設備投資及び本社・工場設備の増強・更新を計画しており、新たな成長のための投資に利益配分
を振り向けることを考慮して、配当性向は20%から30%を目安としております。  
 内部留保資金につきましては、新たな成長を目指して、今後の高度化するポンプ及び関連機器、関連
ソフトウェアに対処するための技術開発や新製品開発及び既設ポンプ機場・プラントのメンテナンス活
動並びに生産の合理化のための生産設備、地球環境保全のための環境事業展開等の業容の拡大に有効に
投資してまいりたいと考えております。  
 当期の配当としましては、中間配当として１株当たり普通配当8円を実施しました。  
 期末配当につきましては、株主への利益還元を重視して普通配当を前期に比べ1円増配し、普通配当
として１株当たり9円とし、年間では１株当たり普通配当17円を予定しております。  
 来期の配当としましては、年間１株当たり普通配当18円を予定しております。  

  

近の有価証券報告書(平成20年６月27日提出)における「事業の内容(事業系統図)」及び「関係会社
の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

  

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率 42.6％ 41.9％ 38.6％

時価ベースの自己資本比率 43.7％ 69.2％ 44.5％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 4.2年 11.1年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 12.7倍 5.8倍

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況
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当社グループは、大正８年創立以来「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」の社是のもと、人
間生活とは不可分の関係にあります液体を輸送する機械としてのポンプを社会の発展や文化の向上に役
立つべく供給するとともに、人と自然との関わりを大切にポンプを含む環境共生事業を通して広く社会
に貢献しその恵みに報いるとの信念のもと、責任ある企業として高品質の製品づくりに取り組んでおり
ます。  
 当社グループは、お客様第一主義を中心に新市場の開拓、新規需要の創造を行うべく、新技術を開発
し環境共生ビジネスを開拓・深耕すると共にコスト競争力の強化を図り、大競争・大変革と自己責任の
時代を勝ち抜く企業を目指す所存であります。  
  

当社グループは、中期的には平成22年3月期に受注高500億円、売上高490億円、営業利益33億円、経
常利益35億円を目指しております。 
  

当社グループは、「ハイテクポンプ」「プロジェクト」「新エネルギー・環境」「サービス事業」を
ドメインにして、省エネ・省メンテナンスなど環境をベースとした製品・技術・サービスの提供を通じ
社会の持続的発展に貢献する企業であることを使命と考えております。  
その達成の為に①環境にこだわる、②顧客満足から顧客感動にこだわる、③グローバル化にこだわる
Torishima Wayに取り組んでいます。  
 「営業スタイルの転換」「モノづくりの基盤の再構築」「ＣＳＲの推進（企業の社会的責任）」の三
項目の経営方針のもと、引き合い反応型から提案型へ、また顕在需要主導型から潜在需要発掘型へと営
業スタイルを転換させて、省エネ・新エネ・環境対応に徹底する「スーパー・エコ戦略」、世界をマー
ケットに「グローバル戦略」、エンドユーザーに主眼を置いた「ロイヤル・カスタマー戦略」を実行
し、品質(Q)、コスト(C)、納期(D)を含めたDesign for Engineering & Manufacturingのパフォーマン
ス向上によってモノづくりの基盤を再構築致します。  
 また法令遵守、内部統制の徹底により企業としての責任ある行動を維持し、未来に育つ子供達へのプ
レゼンテーション活動その他多様な活動による地域社会への貢献を通じて、企業としての社会的責任を
果たして参ります。  
  

上記、目標とする経営指標及び経営戦略達成のため、事業上及び財務上の対処すべき課題については
以下のとおり認識し、対処していきます。 
  
（サービス事業の強化）  

 お客様のニーズに応じた各種の提案を徹底的に行えるようにする目的で、当社グループは前記のとお
り連結子会社である酉島エンジニアリング株式会社の事業の全てを当社に事業譲渡する経営統合を行い
ました。これにより、提案力の強化と経営の効率化を図り、ライフサイクルコストを重視したサービス
事業の強化を推進します。  
  
（対外競争力の確立）  

 厳しい競争を勝ち抜くために、Global Sales Team(TGT)組織の改編によるマーケティング力の強化、
R&D teamの活性化による製品競争力の向上、Global Procurementのより一層の進展による価格競争力の
強化を通じて継続的に対外競争力を増進して行きます。  
  
（品質管理の徹底）  

 「金銭の赤字は出しても信用の赤字は出すな」の社是と同様に品質の赤字も決して出してはならない
という品質管理方針のもと、品質もまた競争力の重要な要素であることを踏まえて基本に忠実な作業と
管理を行い、各工程において品質の悪いものを入れず、品質の悪いものを出さないパフォーマンスを実
践して徹底した品質の確保を行って参ります。  
  
（リスク管理の強化）  

 グローバル化の進展による直接輸出や海外調達の増加に伴い、為替リスクも増加していくため、外貨
建債権・債務の管理を徹底して適切な為替リスクヘッジを行うとともに、与信管理体制を構築して事前
審議を徹底して信用リスクやカントリーリスクに対応し、適切な管理体制のもとで債権回収の強化を図
っております。また、円滑な事業活動推進のため、十分な手元資金や借入枠の維持による流動性の確保
を継続していきます。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

㈱酉島製作所（6363）　平成21年３月期　決算短信

－6－



4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,691 3,656 

受取手形及び売掛金 19,545 22,139 

有価証券 7 4 

半製品 157 161 

仕掛品 8,973 10,177 

原材料及び貯蔵品 784 1,509 

繰延税金資産 1,049 1,537 

その他 3,096 3,865 

貸倒引当金 △9 △27 

流動資産合計 38,295 43,024 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 2,485 2,445 

機械装置及び運搬具 2,623 2,428 

工具、器具及び備品 333 257 

土地 1,465 1,485 

リース資産 － 130 

建設仮勘定 217 107 

有形固定資産合計 7,125 6,854 

無形固定資産 62 40 

投資その他の資産 

投資有価証券 15,179 10,303 

長期貸付金 357 642 

繰延税金資産 159 492 

その他 950 944 

貸倒引当金 △53 △170 

投資その他の資産合計 16,593 12,212 

固定資産合計 23,781 19,107 

資産合計 62,076 62,132 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 12,960 12,088 

短期借入金 6,199 7,170 

未払法人税等 645 1,221 

前受金 3,875 6,932 

賞与引当金 732 674 

製品保証引当金 433 1,450 

工事損失引当金 1,024 1,105 

その他 1,460 1,679 

流動負債合計 27,330 32,322 

固定負債 

長期借入金 4,332 3,016 

繰延税金負債 1,690 － 

退職給付引当金 1,969 1,979 

役員退職慰労引当金 587 20 

債務保証損失引当金 135 150 

その他 － 636 

固定負債合計 8,715 5,803 

負債合計 36,045 38,125 

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 17,476 19,055 

自己株式 △2,183 △2,189 

株主資本合計 21,497 23,070 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,032 1,090 

繰延ヘッジ損益 250 106 

為替換算調整勘定 237 △295 

評価・換算差額等合計 4,519 901 

新株予約権 － 17 

少数株主持分 13 16 

純資産合計 26,030 24,006 

負債純資産合計 62,076 62,132 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 47,272 45,692 

売上原価 39,003 37,095 

売上総利益 8,269 8,596 

販売費及び一般管理費 5,625 5,834 

営業利益 2,643 2,761 

営業外収益 

受取利息 49 51 

受取配当金 269 242 

持分法による投資利益 32 95 

為替差益 － 469 

受取賃貸料 68 69 

その他 177 166 

営業外収益合計 598 1,095 

営業外費用 

支払利息 197 159 

有価証券運用損 4 2 

為替差損 379 － 

その他 94 285 

営業外費用合計 676 446 

経常利益 2,566 3,410 

特別利益 

投資有価証券売却益 101 183 

土地売却益 117 － 

特別利益合計 218 183 

特別損失 

投資有価証券評価損 64 166 

貸倒引当金繰入額 15 － 

債務保証損失引当金繰入額 135 － 

その他 － 33 

特別損失合計 214 200 

税金等調整前当期純利益 2,570 3,394 

法人税、住民税及び事業税 1,091 1,793 

法人税等調整額 68 △394 

法人税等合計 1,160 1,399 

少数株主利益 0 3 

当期純利益 1,410 1,990 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,592 1,592

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,592 1,592

資本剰余金

前期末残高 4,612 4,612

当期変動額

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 4,612 4,612

利益剰余金

前期末残高 16,426 17,476

当期変動額

剰余金の配当 △360 △411

当期純利益 1,410 1,990

当期変動額合計 1,049 1,578

当期末残高 17,476 19,055

自己株式

前期末残高 △2,180 △2,183

当期変動額

自己株式の取得 △3 △6

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △3 △6

当期末残高 △2,183 △2,189

株主資本合計

前期末残高 20,451 21,497

当期変動額

剰余金の配当 △360 △411

当期純利益 1,410 1,990

自己株式の取得 △3 △6

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 1,046 1,572

当期末残高 21,497 23,070

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 7,572 4,032

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,540 △2,941

当期変動額合計 △3,540 △2,941

当期末残高 4,032 1,090

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △20 250

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

271 △143

当期変動額合計 271 △143

当期末残高 250 106
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

為替換算調整勘定 

前期末残高 △72 237 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

309 △532 

当期変動額合計 309 △532 

当期末残高 237 △295 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 7,479 4,519 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△2,959 △3,618 

当期変動額合計 △2,959 △3,618 

当期末残高 4,519 901 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 17 

当期変動額合計 － 17 

当期末残高 － 17 

少数株主持分 

前期末残高 13 13 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 2 

当期変動額合計 0 2 

当期末残高 13 16 

純資産合計 

前期末残高 27,943 26,030 

当期変動額 

剰余金の配当 △360 △411 

当期純利益 1,410 1,990 

自己株式の取得 △3 △6 

自己株式の処分 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,959 △3,597 

当期変動額合計 △1,912 △2,024 

当期末残高 26,030 24,006 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 2,570 3,394 

減価償却費 910 873 

製品保証引当金の増減額（△は減少） 10 1,016 

工事損失引当金の増減額（△は減少） △184 81 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 44 △566 

受取利息及び受取配当金 △319 △294 

支払利息 197 159 

持分法による投資損益（△は益） △32 △95 

投資有価証券売却損益（△は益） △101 △183 

投資有価証券評価損益（△は益） 64 166 

土地売却損益（△は益） △117 － 

売上債権の増減額（△は増加） △2,929 △3,097 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,093 △2,081 

仕入債務の増減額（△は減少） 855 △658 

前受金の増減額（△は減少） 1,284 3,205 

その他 268 81 

小計 3,616 2,002 

利息及び配当金の受取額 318 304 

利息の支払額 △188 △160 

法人税等の支払額 △1,318 △1,223 

その他 82 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,511 922 

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 △412 △739 

有形固定資産の売却による収入 117 － 

投資有価証券の取得による支出 △457 △402 

投資有価証券の売却による収入 1,299 376 

貸付けによる支出 △15 △543 

貸付金の回収による収入 46 57 

その他 － △8 

投資活動によるキャッシュ・フロー 578 △1,259 

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） △3,363 △35 

長期借入れによる収入 2,600 200 

長期借入金の返済による支出 △339 △403 

配当金の支払額 △359 △411 

その他 △3 △19 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,465 △669 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88 △28 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,536 △1,034 

現金及び現金同等物の期首残高 3,155 4,691 

現金及び現金同等物の期末残高 4,691 3,656 
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該当事項はありません。 

  

  
 下記「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」以外は、 近の有価証券報告書(平
成20年６月27日提出)における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

   （会計基準等の改正に伴う変更） 
  
   １．「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)を当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価
切下げの方法）に変更しております。  
 なお、これにより損益に与える影響はありません。 

  
   ２．「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 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 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当連結会計年度から
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130百万円計上され、損
益に与える影響はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
(注)１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な内訳 

    事業区分は、内部組織管理上採用している区分によっております。 

    (ポ ン プ 事 業)  各種ポンプ、ポンププラント、メカニカルシール、その他ポンプ関連機器の製

造・販売、据付工事・サービスの提供 

    (環 境 事 業)  環境装置、汚泥処理 

    (新エネルギー事業) 風力発電設備、小水力発電設備、バイオガス・バイオマス発電設備の製造・販

売、電気の供給 

  ２．営業費用のうち、「消去又は全社」項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,142百万円であり、そ

の主なものは当社の一般管理部門に係る費用の一部であります。 

  ３．「消去又は全社」項目に含めた全社資産の金額は、21,903百万円であり、その主なものは当社におけ

る余資運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等

であります。 

  ４．資本的支出及び減価償却費には、長期前払費用及びその償却額が含まれております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

当社グループの事業の種類別セグメントは、ポンプ事業、環境事業、新エネルギー事業の３区分と

していたが、当連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるポ

ンプ事業の割合がいずれも90％を超えており、今後も同様の状況が見込まれるため、当連結会計年度

より事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ポンプ事業
(百万円)

環境事業
(百万円)

新エネルギー
事業(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ．売上高及び営業損益

  売上高

   (1)外部顧客に対す
     る売上高

45,876 835 560 47,272 ― 47,272

   (2)セグメント間の
     内部売上高又は
     振替高

― ― ― ― ― ―

計 45,876 835 560 47,272 ― 47,272

営業費用 41,998 889 597 43,486 1,142 44,629

営業利益又は 
営業損失(△)

3,878 △54 △36 3,786 (1,142) 2,643

Ⅱ．資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 37,202 517 2,452 40,172 21,903 62,076

  減価償却費 586 26 248 862 48 910

  資本的支出 495 3 10 509 144 654
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成

20年４月１日 至 平成21年３月31日)において、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア…………ベトナム、中国、香港 

(2) 中東……………サウジアラビア、カタール、クウェート、アラブ首長国連邦 

(3) その他の地域…オーストラリア、アルジェリア、チリ 

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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,733 14,682 3,331 26,748

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 47,272

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.5 31.1 7.0 56.6

アジア 中東 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,449 13,347 4,770 26,566

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― 45,692

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

18.5 29.2 10.4 58.1
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(注) 取得原価は、減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度においては64百万円減損処理している。なお、

減損処理にあたっては、時価が取得価額の50％以上下落した場合のほか、時価回復の可能性をもとに判断し

ております。 

  

 
  

  

  

 
  

(有価証券関係)

(前連結会計年度) (平成20年３月31日)

１ 売買目的有価証券

  連結決算日における 
  連結貸借対照表計上額(百万円)

  当該連結会計年度の損益に
  含まれた評価差額(百万円)

7 △10

２ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

 (1) 株式 6,000 13,004 7,004

 (2) 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 ― ― ―

    その他 ― ― ―
 (3) その他 10 11 1

小計 6,010 13,016 7,005

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 (1) 株式 1,326 1,120 △205

 (2) 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 ― ― ―

    その他 ― ― ―
 (3) その他 ― ― ―

小計 1,326 1,120 △205

合計 7,337 14,136 6,799

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

売却額(百万円)
売却益の合計額 

(百万円)

売却損の合計額 

(百万円)

216 101 ―

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 その他有価証券

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

 (1) 非上場株式 366

 (2) 投資事業有限責任組合への出資 95

合計 462
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(注) 取得原価は、減損処理後の帳簿価額であり、当連結会計年度においては166百万円減損処理している。な

お、減損処理にあたっては、時価が取得価額の50％以上下落した場合のほか、時価回復の可能性をもとに判

断しております。 

  

 
  

  

  

 
  

(当連結会計年度) (平成21年３月31日)

１ 売買目的有価証券

  連結決算日における 
  連結貸借対照表計上額(百万円)

  当該連結会計年度の損益に
  含まれた評価差額(百万円)

4 △2

２ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

 (1) 株式 3,539 6,287 2,747

 (2) 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 ― ― ―

    その他 ― ― ―
 (3) その他 ― ― ―

小計 3,539 6,287 2,747

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

 (1) 株式 3,708 2,800 △907

 (2) 債券

    国債・地方債等 ― ― ―

    社債 ― ― ―

    その他 ― ― ―
 (3) その他 ― ― ―

小計 3,708 2,800 △907

合計 7,247 9,087 1,839

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

売却額(百万円)
売却益の合計額 

(百万円)

売却損の合計額 

(百万円)

367 183 ―

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

 その他有価証券

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

 (1) 非上場株式 362

 (2) 投資事業有限責任組合への出資 137

合計 499
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    （開示の省略） 

   リース取引、デリバティブ取引、ストックオプション等などに関する注記事項については、決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

 
(注) １株当たり情報の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 (1) １株当たり純資産額 

  

 
  

 (2) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 1,010円45銭 １株当たり純資産額 931円13銭

 
１株当たり当期純利益 54円77銭

潜在株式調整後  
１株当たり当期純利益

―
 
１株当たり当期純利益 77円32銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

77円30銭

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 26,030 24,006

普通株式に係る純資産額 (百万円) 26,017 23,972

差額の主な内訳 (百万円)

 新株予約権
 少数株主持分

―
13

17
16

普通株式の発行済株式数 (株) 29,889,079 29,889,079

普通株式の自己株式数 (株) 4,140,774 4,144,121

１株当たり純資産額の算定に 
用いられた普通株式の数

(株) 25,748,305 25,744,958

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益 (百万円) 1,410 1,990

普通株式に係る当期純利益 (百万円) 1,410 1,990

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数 (株) 25,749,382 25,746,290

潜在株式調整後１株当たり当期純利
益の算定に用いられた普通株式増加
数

(株) ― 6,213

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり当期純利益の算
定に含まれなかった潜在株式につい
て前連結会計年度末から重要な変動
がある場合の概要

― ―
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,263 2,542 

受取手形 1,565 2,026 

売掛金 16,070 18,749 

有価証券 7 4 

半製品 157 161 

仕掛品 7,930 9,435 

原材料及び貯蔵品 412 951 

前渡金 2,316 2,514 

前払費用 74 122 

繰延税金資産 970 1,452 

短期貸付金 299 367 

未収入金 75 593 

その他 590 626 

貸倒引当金 △1 △17 

流動資産合計 33,731 39,531 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,172 2,110 

構築物 300 321 

機械及び装置 793 937 

車両運搬具 17 20 

工具、器具及び備品 308 236 

土地 1,455 1,475 

リース資産 － 130 

建設仮勘定 217 107 

有形固定資産合計 5,263 5,339 

無形固定資産合計 16 18 

投資その他の資産 

投資有価証券 14,596 9,584 

関係会社株式 1,137 842 

関係会社出資金 164 219 

長期貸付金 2,089 2,532 

その他 959 1,205 

貸倒引当金 △401 △610 

投資その他の資産合計 18,545 13,774 

固定資産合計 23,826 19,133 

資産合計 57,557 58,664 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形 6,134 3,106 

買掛金 5,530 8,898 

短期借入金 6,101 7,021 

リース債務 － 31 

未払金 304 598 

未払費用 597 673 

未払法人税等 468 996 

前受金 3,103 6,219 

賞与引当金 632 578 

製品保証引当金 431 1,449 

工事損失引当金 1,024 1,105 

その他 369 328 

流動負債合計 24,697 31,007 

固定負債 

長期借入金 3,810 2,689 

リース債務 － 103 

繰延税金負債 1,752 － 

退職給付引当金 1,751 1,756 

役員退職慰労引当金 573 － 

債務保証損失引当金 135 150 

その他 － 532 

固定負債合計 8,023 5,231 

負債合計 32,720 36,239 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,592 1,592 

資本剰余金 

資本準備金 4,610 4,610 

その他資本剰余金 1 1 

資本剰余金合計 4,612 4,612 

利益剰余金 

利益準備金 398 398 

その他利益剰余金 

固定資産圧縮積立金 6 5 

配当平均積立金 1,400 1,400 

別途積立金 11,470 11,470 

繰越利益剰余金 3,258 3,921 

利益剰余金合計 16,533 17,195 

自己株式 △2,183 △2,189 

株主資本合計 20,554 21,210 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 4,031 1,090 

繰延ヘッジ損益 250 106 

評価・換算差額等合計 4,282 1,197 

新株予約権 － 17 

純資産合計 24,836 22,425 

負債純資産合計 57,557 58,664 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 42,438 42,074 

売上原価 35,888 35,175 

売上総利益 6,549 6,899 

販売費及び一般管理費 4,589 4,945 

営業利益 1,959 1,953 

営業外収益 

受取利息 91 97 

受取配当金 273 249 

為替差益 － 438 

受取賃貸料 96 93 

その他 166 166 

営業外収益合計 627 1,046 

営業外費用 

支払利息 158 141 

有価証券運用損 4 2 

為替差損 362 － 

貸倒引当金繰入額 － 151 

その他 88 211 

営業外費用合計 614 506 

経常利益 1,972 2,493 

特別利益 

投資有価証券売却益 101 183 

土地売却益 117 － 

特別利益合計 218 183 

特別損失 

投資有価証券評価損 64 166 

貸倒引当金繰入額 365 － 

債務保証損失引当金繰入額 135 － 

関係会社株式評価損 － 389 

特別損失合計 564 555 

税引前当期純利益 1,627 2,121 

法人税、住民税及び事業税 825 1,434 

法人税等調整額 78 △387 

法人税等合計 904 1,047 

当期純利益 722 1,073 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,592 1,592

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,592 1,592

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 4,610 4,610

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,610 4,610

その他資本剰余金

前期末残高 1 1

当期変動額

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 1 1

資本剰余金合計

前期末残高 4,612 4,612

当期変動額

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 － 0

当期末残高 4,612 4,612

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 398 398

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 398 398

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金

前期末残高 6 6

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 6 5

配当平均積立金

前期末残高 1,400 1,400

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,400 1,400

退職給与積立金

前期末残高 1,400 －

当期変動額

退職給与積立金の取崩 △1,400 －

当期変動額合計 △1,400 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

別途積立金

前期末残高 11,470 11,470

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,470 11,470

繰越利益剰余金

前期末残高 1,495 3,258

当期変動額

退職給与積立金の取崩 1,400 －

固定資産圧縮積立金の取崩 0 0

剰余金の配当 △360 △411

当期純利益 722 1,073

当期変動額合計 1,762 662

当期末残高 3,258 3,921

利益剰余金合計

前期末残高 16,170 16,533

当期変動額

退職給与積立金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △360 △411

当期純利益 722 1,073

当期変動額合計 362 661

当期末残高 16,533 17,195

自己株式

前期末残高 △2,180 △2,183

当期変動額

自己株式の取得 △3 △6

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △3 △6

当期末残高 △2,183 △2,189

株主資本合計

前期末残高 20,195 20,554

当期変動額

剰余金の配当 △360 △411

当期純利益 722 1,073

自己株式の取得 △3 △6

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 358 655

当期末残高 20,554 21,210

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 7,570 4,031

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△3,539 △2,941

当期変動額合計 △3,539 △2,941

当期末残高 4,031 1,090

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △20 250
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

271 △143 

当期変動額合計 271 △143 

当期末残高 250 106 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 7,550 4,282 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△3,267 △3,085 

当期変動額合計 △3,267 △3,085 

当期末残高 4,282 1,197 

新株予約権 

前期末残高 － － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ 17 

当期変動額合計 － 17 

当期末残高 － 17 

純資産合計 

前期末残高 27,745 24,836 

当期変動額 

剰余金の配当 △360 △411 

当期純利益 722 1,073 

自己株式の取得 △3 △6 

自己株式の処分 － 0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,267 △3,067 

当期変動額合計 △2,909 △2,411 

当期末残高 24,836 22,425 
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事業の内容別の生産、受注及び販売状況 

 

   （重要な後発事象）

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――

 

（子会社からの事業譲受）

 当社は、連結子会社である酉島エンジニアリング株式

会社と、事業譲受する事業譲渡契約を平成21年２月27日

付で締結し、平成21年４月１日付で譲受いたしました。

 (1) 譲受けの目的

当社グループ内の経営の効率化、合理化を進める

ため、子会社の酉島エンジニアリング株式会社よ

り事業の全部を当社が譲受けたものであります。

 (2) 譲受ける相手会社の名称

酉島エンジニアリング株式会社

 (3) 譲受ける事業の内容

酉島エンジニアリング株式会社が行う各種ポンプ

等に関するエンジニアリング、並びにその販売、

アフターサービス、保守管理業務などの事業全部

 (4) 譲受ける資産・負債の総額

譲受日現在の譲受ける事業に係る資産・負債とい

たします。

参考（平成21年３月31日）

資産合計      2,380百万円

負債合計      1,153百万円

6. その他

(1) その他

前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

増 減 （△）

事業の内容別 金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
増減(△)

率 
(％)

ポンプ事業 48,689 95.9 45,244 96.3 △3,445 △7.1

受注高 新エネルギー・環境事業 2,104 4.1 1,743 3.7 △360 △17.1

計 50,794 100.0 46,988 100.0 △3,805 △7.5

（上記のうち海外需要） (28,690) (56.5) (26,907) (57.3) (△1,783) (△6.2)

ポンプ事業 45,876 97.0 43,461 95.1 △2,415 △5.3

売上高 新エネルギー・環境事業 1,396 3.0 2,230 4.9 834 59.8

計 47,272 100.0 45,692 100.0 △1,580 △3.3

（上記のうち海外需要） (26,748) (56.6) (26,566) (58.1) (△181) (△0.7)

ポンプ事業 48,010 97.6 49,794 98.6 1,783 3.7

受注 

残高
新エネルギー・環境事業 1,198 2.4 711 1.4 △487 △40.6

計 49,209 100.0 50,505 100.0 1,296 2.6

（上記のうち海外需要） (35,526) (72.2) (35,867) (71.0) 340 1.0
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     １．取締役の異動 

      (1) 新任予定 

         取 締 役      藤 川 博 道  (現 常務執行役員)  

  

            (2) 退任予定 

         取 締 役        吉 田 欽 一 

  

     ２．監査役の異動 

      (1) 新任予定 

           社外監査役(非常勤)  津 田   晃    

         常勤監査役      吉 田 欽 一 

       

      (2) 退任予定 

         常勤監査役      北 島 光 馬 

  

                                       以  上 

(2) 役員の異動（平成21年６月26日付）
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