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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 3,481 △17.8 △123 ― △118 ― △251 ―

21年3月期第1四半期 4,235 ― △133 ― △120 ― △324 ―

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

22年3月期第1四半期 △5.12 ―

21年3月期第1四半期 △6.60 ―

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

22年3月期第1四半期 19,752 12,408 60.7 244.31
21年3月期 21,804 12,706 56.5 251.27

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,980百万円 21年3月期  12,322百万円

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  

    平成22年3月期の期末における配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想） 0.00 ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
    詳細は、４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。 

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

9,800 △22.6 80 △87.6 80 △87.8 △200 ― △4.09

通期 21,000 △20.4 500 △65.4 500 △66.6 260 △67.9 5.27
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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) 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、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。 

(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．上記の予想は、本資料の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要因によって予想数値と 
  異なる場合があります。 
２．当社をとりまく経済環境の変化は急激で、今後の変動によっては業績に与える影響についての予見が困難でありますので、平成22年３月期の期 
  末における配当予想額を未定としております。 

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） 22年3月期第1四半期 49,260,000株 21年3月期  49,260,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  221,676株 21年3月期  218,826株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 49,039,174株 21年3月期第1四半期 49,094,305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１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年９月のリーマンショック以後の世界不況の

影響により、雇用情勢の悪化に伴う消費の減退や設備投資の減少により厳しい状況が続いております。 

このような経済情勢のなかで、当社グループは、組織能力強化と競争優位性の確立に向け、グルー

プ一丸となって取り組んでおります。 

当第１四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績につきましては次のとおりで

あります。 

機械器具事業は、自動車産業を中心とする輸出産業の不振や設備投資の手控えの影響を受け、売上

高は 12 億１千２百万円(前年同四半期比 51.7％減)となりました。 

生活関連製品事業は、集じん装置を中心に完工案件が重なり、売上高は 22 億６千８百万円(前年同

四半期比 31.4％増)となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間につきましては、連結売上高は 34 億８千１百万円（前

年同四半期比 17.8％減）となりました。 

損益面では、営業損失は１億２千３百万円、経常損失は１億１千８百万円となり、法人税等により

当第１四半期連結累計期間の四半期純損失は２億５千１百万円となりました。 

なお、当社グループの連結会計年度の売上高に占める第１四半期連結累計期間の売上高の割合は、

客先納期等の関係で低くなる傾向にあります。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、12.4％減少し、138 億３千９百万円となりました。これ

は主として、受取手形及び売掛金が 17 億９千万円減少したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、1.5％減少し、59 億１千３百万円となりました。これは

主として、のれん償却が３千万円発生したこと等によります。 

   この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 9.4％減少し、197 億５千２百万円となりました。 

 （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、22.3％減少し、60 億１千４百万円となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金が 17 億１千１百万円減少したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、1.6％減少し、13 億３千万円となりました。これは主と

して、退職給付引当金が１千３百万円減少したこと等によります。 

   この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 19.3％減少し、73 億４千４百万円となりまし

た。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、2.3％減少し、124 億８百万円となりました。これは主

として、利益剰余金が３億９千８百万円減少したこと等によります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

   現在の事業環境を前提に第２四半期連結会計期間に事業構造改善策を実施し、それに伴う構造改善

費用の発生を見込み、第２四半期連結累計期間での当期純利益が減少する見込となりました。なお、

通期の業績予想につきましては変更ございません。平成22年３月期の連結業績予想につきましては、

本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

 

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 

   棚卸資産の評価方法 

     当第１四半期連結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、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定する方法によっております。 

     また、棚卸資産の簿価の切下げに関しては、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、簿価の切下げを行う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 

    完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

      請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日)及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日)を当第

１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積り

は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これによる売上高、売上総利益、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与え

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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,146 2,646

受取手形及び売掛金 7,731 9,522

商品及び製品 238 270

仕掛品 2,657 2,228

原材料及び貯蔵品 626 612

繰延税金資産 174 267

未収入金 248 247

その他 118 103

貸倒引当金 △102 △95

流動資産合計 13,839 15,802

固定資産   

有形固定資産 4,386 4,445

無形固定資産   

のれん 396 427

その他 209 212

無形固定資産合計 606 640

投資その他の資産   

投資有価証券 259 235

その他 771 790

貸倒引当金 △110 △110

投資その他の資産合計 919 915

固定資産合計 5,913 6,001

資産合計 19,752 21,804
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 3,726 5,438

短期借入金 643 345

未払法人税等 26 292

賞与引当金 150 374

その他 1,468 1,294

流動負債合計 6,014 7,745

固定負債   

長期借入金 47 42

繰延税金負債 123 124

退職給付引当金 951 965

役員退職慰労引当金 170 175

その他 35 42

固定負債合計 1,330 1,351

負債合計 7,344 9,097

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,275 3,275

資本剰余金 5,019 5,019

利益剰余金 3,688 4,086

自己株式 △47 △47

株主資本合計 11,936 12,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 13

為替換算調整勘定 15 △25

評価・換算差額等合計 44 △12

少数株主持分 427 384

純資産合計 12,408 12,706

負債純資産合計 19,752 21,804
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 (2) 四半期連結損益計算書 
   第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 4,235 3,481

売上原価 3,167 2,582

売上総利益 1,067 899

販売費及び一般管理費 1,201 1,022

営業損失（△） △133 △123

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 6 0

負ののれん償却額 2 2

設備賃貸料 8 8

雑収入 7 6

営業外収益合計 25 18

営業外費用   

支払利息 4 3

為替差損 2 5

設備賃貸費用 1 1

持分法による投資損失 － 0

雑損失 3 3

営業外費用合計 12 13

経常損失（△） △120 △118

特別利益   

環境対策費用戻入益 － 9

特別利益合計 － 9

税金等調整前四半期純損失（△） △120 △108

法人税、住民税及び事業税 54 28

法人税等調整額 140 103

法人税等合計 195 131

少数株主利益 8 11

四半期純損失（△） △324 △251
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 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30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（△） △120 △108

減価償却費 114 115

のれん償却額 30 30

賞与引当金の増減額（△は減少） △225 △223

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19 △13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 △5

受取利息及び受取配当金 △7 △1

支払利息 4 3

環境対策費用戻入益 － △9

売上債権の増減額（△は増加） 906 1,860

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,521 △400

仕入債務の増減額（△は減少） △458 △1,725

その他 612 112

小計 △670 △365

利息及び配当金の受取額 7 1

利息の支払額 △4 △4

法人税等の支払額 △699 △261

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,366 △630

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △0 △28

有形固定資産の取得による支出 △190 △78

無形固定資産の取得による支出 － △5

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

貸付金の回収による収入 0 0

その他 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △189 △112

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） 1,737 296

長期借入金の返済による支出 △14 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △158 △97

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,563 198

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4 △529

現金及び現金同等物の期首残高 1,974 2,645

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,969 2,116
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(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】
前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日）

(単位：百万円，百万円未満切捨)
          項                 目 機械器具 生活関連 計 消去又 連結

製品 は全社
売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 2,509 1,726 4,235 -       4,235
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 47 -     47 (47) -

計 2,556 1,726 4,282 (47) 4,235
営業利益又は営業損失(△) 80 △ 139 △ 59 (74) △ 133

(注) １. 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 
 (1) 事業区分の方法

  当社グループの事業区分の方法は需要先の用途区分により機械器具事業と生活関連製品事
業とにセグメンテーションしております。

 (2) 各事業区分の主要製品
事業区分 　　　　　　　　主　　　　要　　　　製　　　　品　

２. 会計方針の変更
　「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)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、機械器具事業の営業利益は18百万円減少し、
生活関連製品事業の営業損失は16百万円増加しております。
　また、平成20年度の法人税法改正に伴い、当第１四半期連結会計期間から主として機械
及び装置の耐用年数の変更を行っております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、機械器具事業の営業利益は６百万円減少し、
生活関連製品事業の営業損失は１百万円増加しております。

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年６月30日）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

          項                 目 機械器具 生活関連 計 消去又 連結
製品 は全社

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 1,212 2,268 3,481 -       3,481
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 33 -     33 (33) -

計 1,245 2,268 3,514 (33) 3,481
営業利益又は営業損失(△) △ 130 68 △ 61 (61) △ 123

(注) １.  事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 
 (1) 事業区分の方法

  当社グループの事業区分の方法は需要先の用途区分により機械器具事業と生活関連製品事
業とにセグメンテーションしております。

 (2) 各事業区分の主要製品
事業区分 　　　　　　　　主　　　　要　　　　製　　　　品　

２. 会計方針の変更
　「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」に記載のとおり、「工事契約に関する会計基
準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間から適用し
ております。
　これによる売上高及び営業利益又は営業損失に与える影響は、機械器具事業及び生活関連
製品事業のいずれにおいてもありません。

産 業 機 器

氷蓄熱システム､エアフィルタ
各種学校用間仕切、老人福祉施設・病院用等引戸

クリーンルーム、クリーンルーム機器、精密温調システム、冷却塔、

機械器具 スピニング加工機、フローフォーミング機他金属回転塑性加工機、混練機、押出

機、破砕機、クーラント液浄化装置、各種飲料・食品製造プラント、各種殺滅菌装

置、サニタリータンク、抽出器、ホモゲナイザー、脱気装置、アイスクリームフリー

ザー、アイススティック製造装置、工業用ファスナー

各種集じん装置、ダイオキシン除去装置、気体輸送装置、灰処理装置

各種集じん装置、ダイオキシン除去装置、気体輸送装置、灰処理装置

建 材

スピニング加工機、フローフォーミング機他金属回転塑性加工機、混練機、押出

機、破砕機、クーラント液浄化装置、各種飲料・食品製造プラント、各種殺滅菌装

置、サニタリータンク、抽出器、ホモゲナイザー、脱気装置、アイスクリームフリー

ザー、アイススティック製造装置、工業用ファスナー

空 調 機 器

機械器具 産 業 機 器

生活関連
製品

環 境 機 器

生活関連 環 境 機 器

建 材 各種学校用間仕切、老人福祉施設・病院用等引戸

製品 空 調 機 器 クリーンルーム、クリーンルーム機器、精密温調システム、冷却塔、
氷蓄熱システム､エアフィルタ
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【所在地別セグメント情報】
　前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間ともに、全セグメントの売上高の合計に占め
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。

【海外売上高】
前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日　至 平成20年６月30日)

(単位：百万円，百万円未満切捨)

アジア 北米 欧州 その他の地域 計
Ⅰ　海外売上高 524 49 0 15 590
Ⅱ　連結売上高 -       -       -       -       4,235
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合（％）

(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. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・・・大韓民国、中国、台湾、タイ、マレーシア
(2) 北米・・・・・・アメリカ
(3) 欧州・・・・・・ドイツ
(4) その他・・・・・アラブ首長国連邦

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。

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年６月30日）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

アジア 北米 欧州 その他の地域 計
Ⅰ　海外売上高 454 2 2 0 459
Ⅱ　連結売上高 -       -       -       -       3,481
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合（％）

(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. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・・・中国、大韓民国、マレーシア
(2) 北米・・・・・・アメリカ
(3) 欧州・・・・・・オランダ、ドイツ
(4) その他・・・・・プエルトリコ

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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
当第１四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　　至　平成21年６月30日)
　該当事項はありません。

12.4 1.2 0.0

13.213.0 0.1 0.1 0.0

0.3 13.9
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