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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 32,688 △7.0 493 △48.8 496 △53.4 278 △54.5

21年3月期第1四半期 35,165 ― 964 ― 1,065 ― 611 ―

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 3.39 ―

21年3月期第1四半期 7.22 ―

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 75,326 21,467 28.4 265.27
21年3月期 66,315 21,012 31.6 254.63

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  21,417百万円 21年3月期  20,964百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 6.00 6.00

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

66,000 △25.3 1,000 △49.3 1,050 △49.7 550 △49.7 6.68

通期 127,000 △21.2 1,950 △48.1 2,050 △48.5 1,100 △41.8 13.36
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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） 

(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 

 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、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 85,103,252株 21年3月期  85,103,252株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,362,847株 21年3月期  2,770,167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 82,093,272株 21年3月期第1四半期 84,781,620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１四半期におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界同時不況による深刻な景気悪化の中、 

輸出や国内生産などの大幅な減少に下げ止まりが見られ、また個人消費に持ち直しの兆しも見られ

るものの、景気の先行きに対する不透明感から設備投資や雇用の回復傾向が見られず、厳しい状況

が続いております。 

このような経済環境の下、当社グループの一般産業分野、電子・情報分野では設備投資の抑制か

ら商談の延期や中止が発生しておりますが、大型発電設備の受注等があり、当第１四半期における

受注高は 392 億円（前年同期比 13.1%増）となりました。一方、売上高は 326 億円（前年同期比 7.0％

減）となり、営業利益は 4.9 億円（前年同期比 48.8％減）、経常利益は 4.9 億円（前年同期比 53.4％

減）、四半期純利益は 2.7 億円（前年同期比 54.5％減）となりました。 

  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 13,129 33.5 14,353 43.9

一 般 産 業 23,444 59.7 15,163 46.4

電 子 ・ 情 報 1,862 4.7 2,123 6.5

機
械
等
卸
売
事
業 

(環境保全設備） (821) (2.1) (754) (2.3)

      計 38,435 97.9 31,640 96.8

機械等製造事業 826 2.1 1,047 3.2

合       計 39,262 100 32,688 100 

(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．連結財務状態に関する定性的情報 

当第１四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 9,011 百万円（13.6％）増加

し、75,326 百万円となりました。これは、前渡金が 11,623 百万円増加し、現金及び預金が 2,881

百万円減少したことなどによるものであります。 

当第１四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 8,556 百万円（18.9％）増

加し、53,859 百万円となりました。これは、前受金が 11,932 百万円増加し、支払手形及び買掛金が

2,925 百万円減少したことなどによるものであります。 

当第１四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 454 百万円（2.2％）増加し、

21,467 百万円となりました。これは、配当金の支払いなどによる利益剰余金の減少や自己株式の 
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取得等により株主資本が 654 百万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が 1,017 百万円増

加したことなどによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成21年４月30日発表の第２四半期連結累計

期間および通期の連結業績予想に変更はありません。 

 

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１四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

費の額を期間按分して算定しております。 

 

４ 税金費用の計算 

一部の連結子会社については、当第１四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。 

 

（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 

   該当事項はありません。 
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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 8,843 11,724

受取手形及び売掛金 34,228 36,079

有価証券 221 112

商品 2,118 1,340

製品 105 145

原材料 973 991

仕掛品 72 49

前渡金 13,939 2,316

繰延税金資産 287 504

その他 1,137 1,388

貸倒引当金 △44 △37

流動資産合計 61,882 54,614

固定資産   

有形固定資産 1,487 1,472

無形固定資産   

のれん 178 －

その他 397 381

無形固定資産合計 576 381

投資その他の資産   

投資有価証券 10,328 8,236

繰延税金資産 129 662

その他 979 996

貸倒引当金 △55 △49

投資その他の資産合計 11,380 9,846

固定資産合計 13,444 11,700

資産合計 75,326 66,315

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,304 30,230

短期借入金 6,893 6,880

未払法人税等 125 1,023

前受金 14,305 2,373

引当金 343 637

繰延税金負債 11 11

その他 1,752 1,166

流動負債合計 50,735 42,321

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000
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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) 

退職給付引当金 1,485 1,443

役員退職慰労引当金 155 154

訴訟損失引当金 192 196

繰延税金負債 119 2

負ののれん 62 82

その他 108 101

固定負債合計 3,123 2,981

負債合計 53,859 45,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,728 6,728

資本剰余金 2,098 2,098

利益剰余金 11,970 12,269

自己株式 △920 △565

株主資本合計 19,877 20,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,767 750

為替換算調整勘定 △226 △316

評価・換算差額等合計 1,540 433

少数株主持分 49 47

純資産合計 21,467 21,012

負債純資産合計 75,326 66,315
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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 35,165 32,688

売上原価 31,831 29,897

売上総利益 3,334 2,791

販売費及び一般管理費 2,370 2,297

営業利益 964 493

営業外収益   

受取利息 16 13

受取配当金 7 9

有価証券売却益 54 －

負ののれん償却額 20 20

持分法による投資利益 20 17

その他 48 7

営業外収益合計 167 68

営業外費用   

支払利息 35 29

有価証券売却損 － 8

その他 30 27

営業外費用合計 65 65

経常利益 1,065 496

特別利益   

貸倒引当金戻入額 27 －

その他 0 －

特別利益合計 27 －

特別損失   

品質保証追加費用引当金繰入損 45 －

その他 37 5

特別損失合計 83 5

税金等調整前四半期純利益 1,009 491

法人税、住民税及び事業税 268 77

法人税等調整額 125 133

法人税等合計 394 211

少数株主利益 4 1

四半期純利益 611 278
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 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。 

 

（４）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) 

 

 
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 

33,848 1,317 35,165 ― 35,165

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

3 137 140 △140 ―

計 33,851 1,454 35,306 △140 35,165

営業利益 811 175 987 △23 964

(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のための基本となる重要な事項等の変更 １会計処理基準に関

する事項の変更」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。 

この結果、従来の方法に比べ、第１四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のための基本となる重要な事項等の変更 １会計処理基準に関

する事項の変更」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。 

この結果、従来の方法に比べ、第１四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。 
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(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のための基本となる重要な事項等の変更 １会計処理基準に関

する事項の変更」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より、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から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。 

この結果、従来の方法に比べ、第１四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。 

 

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) 

 

 
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 

31,640 1,047 32,688 ― 32,688

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

2 82 85 △85 ―

計 31,643 1,130 32,774 △85 32,688

営業利益 476 18 494 △1 493

(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 

 

【所在地別セグメント情報】 

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) および当第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)  

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。 
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【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) 

 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,510 921 345 3,778

Ⅱ 連結売上高(百万円) 35,165

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

7.1 2.6 1.0 10.7

 

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) 

 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,089 932 143 3,166

Ⅱ 連結売上高(百万円) 32,688

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.4 2.9 0.4 9.7

 

(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。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当第1四半期連結会計期間において自己株式が355百万円増加し、当第1四半期連結会計期間末に

おける自己株式は920百万円となっております。これは主に、当第１四半期連結会計期間において、

市場より自己株式1,589千株を取得したことによるものです。 
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