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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 9,744 41.2 435 ― 379 ― 291 ―

21年3月期第1四半期 6,900 ― △131 ― △183 ― △112 ―

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 3.69 ―

21年3月期第1四半期 △1.42 ―

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 51,064 20,116 39.4 254.37
21年3月期 55,485 19,597 35.3 247.81

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  20,116百万円 21年3月期  19,597百万円

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

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 5.00 5.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間

22,000 1.1 900 △34.2 600 △47.9 350 △47.8 4.43

通期 47,000 △13.2 2,200 △49.7 1,550 △59.1 900 △59.4 11.38
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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  無  

(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） 

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 

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。 

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 79,139,500株 21年3月期  79,139,500株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  55,214株 21年3月期  53,614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 79,085,036株 21年3月期第1四半期 79,092,006株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産に持ち直しの動きが見られましたが、企業収益の悪

化を背景に民間設備投資が大幅に減少し、雇用環境の急速な悪化により、個人消費の低迷が続くなど、景気は依然と

して厳しい状況で推移いたしました。  

 このような事業環境の下、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、工事進行基準適用工事の

売上高が増加したこともあり、9,744百万円となりました。損益面におきましては、コスト低減による売上原価率の

改善等があり、営業利益435百万円、経常利益379百万円、四半期純利益291百万円となりました。 

 なお、当社グループでは、売上高が上半期に比べ下半期に、また、第２四半期連結会計期間末及び連結会計年度末

に偏る傾向があります。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 エンジニアリング事業については、売上高5,980百万円、営業損失は25百万円となりました。 

 単体機械事業については、売上高は3,763百万円、営業利益は461百万円となりました。  

  

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ4,421百万円減少の51,064百万円となりました。これは、株

価の回復を受け、時価のある有価証券の評価差額が増加したことによる投資有価証券の増加1,310百万円等がありま

したが、売掛金の回収が進み、受取手形及び売掛金が6,131百万円減少したこと等の影響によるものであります。 

 負債については、前連結会計年度末に比べ4,939百万円減少の30,948百万円となりました。これは、賞与引当金の

増加451百万円等がありましたが、支払手形及び買掛金の減少3,572百万円、短期借入金の減少1,000百万円、未払法

人税等の減少849百万円等の影響によるものであります。 

 純資産については、前連結会計年度末に比べ518百万円増加の20,116百万円となりました。これは、配当金の支払

いによる利益剰余金の減少553百万円等がありましたが、四半期純利益の計上291百万円、その他有価証券評価差額金

の増加780百万円等の影響によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動により獲

得した資金を、借入金の返済、配当金の支払等の財務活動及び固定資産の取得等の投資活動に使用した結果、前連結

会計年度末に比べ、514百万円増加し、8,671百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、2,359百万円（前年同四半期比39.7％の減少）となりました。仕入債務の支払い

（3,572百万円）、法人税等の支払い（1,120百万円）等に資金を使用しましたが、税金等調整前四半期純利益の計上

（403百万円）、売上債権の回収（6,131百万円）、賞与引当金の増加（451百万円）等により資金が増加したことに

よるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は294百万円（前年同四半期比175.5％の増加）となりました。投資有価証券の売却に

よる収入（30百万円）等がありましたが、固定資産の取得による支出（328百万円）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は1,557百万円（前年同四半期比54.1％の減少）となりました。これは主に借入金の

返済（1,000百万円）、配当金の支払い（553百万円）によるものであります。 

  

 業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

会計処理基準の改正に伴う変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額300百万円以上かつ工期１年超の工事については

工事進行基準を、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、当第１四半期連結会計期間末までの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。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

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）

（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

（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
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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 8,672 8,158

受取手形及び売掛金 19,393 25,525

製品 773 771

仕掛品 4,729 4,457

材料貯蔵品 1,355 1,308

その他 826 751

貸倒引当金 △26 △37

流動資産合計 35,724 40,935

固定資産   

有形固定資産 5,051 5,056

無形固定資産 751 801

投資その他の資産   

投資有価証券 8,241 6,931

その他 1,361 1,854

貸倒引当金 △65 △92

投資その他の資産合計 9,537 8,692

固定資産合計 15,340 14,550

資産合計 51,064 55,485

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,995 17,568

短期借入金 3,000 4,000

未払法人税等 294 1,143

前受金 2,655 2,421

賞与引当金 1,204 752

完成工事補償引当金 52 50

受注工事損失引当金 22 48

その他 892 1,148

流動負債合計 22,116 27,133

固定負債   

長期借入金 2,947 2,947

退職給付引当金 5,561 5,478

役員退職慰労引当金 279 267

その他 43 61

固定負債合計 8,831 8,754

負債合計 30,948 35,887
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,956 3,956

資本剰余金 4,202 4,202

利益剰余金 10,061 10,323

自己株式 △13 △12

株主資本合計 18,207 18,469

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,908 1,128

評価・換算差額等合計 1,908 1,128

純資産合計 20,116 19,597

負債純資産合計 51,064 55,485
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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 6,900 9,744

売上原価 5,679 7,848

売上総利益 1,220 1,896

販売費及び一般管理費 1,352 1,460

営業利益又は営業損失（△） △131 435

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 90 75

貸倒引当金戻入額 － 38

為替差益 28 －

その他 14 10

営業外収益合計 133 124

営業外費用   

支払利息 35 27

退職給付会計基準変更時差異の処理額 125 125

その他 24 27

営業外費用合計 186 180

経常利益又は経常損失（△） △183 379

特別利益   

投資有価証券売却益 － 23

特別利益合計 － 23

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△183 403

法人税、住民税及び事業税 68 280

法人税等調整額 △140 △169

法人税等合計 △71 111

四半期純利益又は四半期純損失（△） △112 291
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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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△183 403

減価償却費 208 226

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △38

賞与引当金の増減額（△は減少） 412 451

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △59 △75

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） － 2

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △25 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82 83

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 11

受取利息及び受取配当金 △91 △75

支払利息 35 27

売上債権の増減額（△は増加） 7,968 6,131

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,153 △319

前渡金の増減額（△は増加） △240 37

仕入債務の増減額（△は減少） △2,008 △3,572

前受金の増減額（△は減少） 948 233

その他 △54 △79

小計 4,842 3,422

利息及び配当金の受取額 91 75

利息の支払額 △36 △17

法人税等の支払額 △986 △1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,910 2,359

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △149 △328

固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

投資有価証券の売却による収入 － 30

長期貸付けによる支出 △1 －

長期貸付金の回収による収入 28 0

その他 17 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △106 △294

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） △3,000 △1,000

リース債務の返済による支出 － △3

配当金の支払額 △395 △553

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,395 △1,557

現金及び現金同等物に係る換算差額 28 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 436 514

現金及び現金同等物の期首残高 8,420 8,157

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

19 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,876 8,671
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用しているエンジニアリング事業、単体機械事業に区分しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．会計処理の方法の変更 

（前第１四半期連結累計期間） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が単体機械事

業で80百万円減少しております。 

（当第１四半期連結累計期間） 

（工事契約に関する会計基準） 

 当第１四半期連結会計期間より「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）

を適用しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
エンジニアリ
ング事業 
（百万円） 

単体機械事業
（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  3,833  3,066  6,900  －  6,900

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  3,833  3,066  6,900 （－）  6,900

営業利益  △439  307  △131 （－）  △131

  
エンジニアリ
ング事業 
（百万円） 

単体機械事業
（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  5,980  3,763  9,744  －  9,744

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  － （－）  －

計  5,980  3,763  9,744 （－）  9,744

営業利益  △25  461  435 （－）  435

事業区分 主要製品

エンジニアリング事業 
都市ガス・石油関連プラント、各種化学工業用プラント、水素製造装置、

下水処理装置、産業排水処理装置、各種水処理装置等 

単体機械事業 
油清浄機、各種分離機・ろ過機、海水取水用除塵設備、半導体排ガス除害

装置、攪拌機等 
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４．追加情報 

（前第１四半期連結累計期間） 

 当第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法

によった場合に比べて、営業利益がエンジニアリング事業で3百万円、単体機械事業で16百万円それぞれ

減少しております。 

 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）及び当第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）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重

要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的接近度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1)東南アジア：中国、韓国、タイ、シンガポール 

(2)その他：デンマーク、オランダ 

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（ただし、連結会社間の内部売

上高を除く）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） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  東南アジア その他 計 

海外売上高（百万円） 657 86 744 

連結売上高（百万円）     6,900 

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.5 1.3 10.8 

（６）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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