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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 14,114 △5.6 513 △62.1 898 △50.6 521 △51.1

21年3月期第1四半期 14,951 ― 1,356 ― 1,820 ― 1,066 ―

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 13.62 13.60
21年3月期第1四半期 27.90 27.83

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 92,070 78,309 85.0 2,045.32
21年3月期 96,627 78,956 81.7 2,062.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  78,295百万円 21年3月期  78,942百万円

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 ― 24.00 ― 26.00 50.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

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

36,400 2.3 2,850 △31.7 3,275 △28.4 1,900 △26.8 49.64

通期 72,800 0.5 5,700 △35.6 6,550 △27.4 3,800 △28.3 99.27
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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） 

(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 

平成21年4月30日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。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。なお、上記予想に関する事項は、3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。 

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 41,763,704株 21年3月期  41,763,704株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,483,267株 21年3月期  3,484,140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 38,279,782株 21年3月期第1四半期 38,233,251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(平成21年4月1日～6月30日)のわが国経済は、生産や輸出に回復の兆しが見られましたが、大幅な

企業収益悪化の影響を受けて、設備投資や個人消費が減退し、景気は依然として極めて厳しい状況で推移しまし

た。 

 このような状況の中で当社グループは、今年、会社設立50周年を迎え、新たに構築したグローバルブランド

「ＭＩＵＲＡ」の下、グループ独自のビジネスモデルを活かして、省エネルギーや環境負荷低減、水処理システ

ムの提案など、積極的にソリューション営業を展開し、業績の拡大に努めてまいりました。メンテナンスでは、

お客様との絆を一層深めるため、引き続き「ベストパートナー戦略」を推進し、メンテナンス契約の受注拡大に

注力してまいりました。 

 当第1四半期の連結業績につきましては、水処理装置が好調に推移しましたが、小型ボイラーや舶用ボイラーが

減少し、メンテナンスも伸び悩んだことにより、売上高は141億1千4百万円と前年同期(149億5千1百万円)と比べ

5.6％減となりました。 

 利益面につきましては、通信費や交通費などのコスト低減に努めましたが、減収の影響や人件費の増加、新た

なブランド浸透のための経費が発生したことにより、営業利益は5億1千3百万円と前年同期(13億5千6百万円)と比

べ62.1％減、経常利益は8億9千8百万円と前年同期(18億2千万円)と比べ50.6％減、四半期純利益は5億2千1百万円

と前年同期(10億6千6百万円)と比べ51.1％減となりました。 

 事業別売上高の状況は、次のとおりであります。 

 [ボイラー等販売事業] 

 小型貫流ボイラー及び関連機器は、国内では、企業の設備投資意欲減退の影響を受けて、食品、電気、機械業

界向けなど総じて低調に推移したことにより、減収となりました。海外では、昨秋からの金融情勢悪化の影響を

受けた厳しい経済環境の中、独自の販売体制を活かして提案営業を展開したことにより、売上高は堅調に推移し

ましたが、円高の影響により、減収となりました。水管ボイラーは、コージェネ用廃熱回収ボイラーが回復しま

したが、舶用補助ボイラーが低調に推移したことにより、減収となりました。冷熱機器は、食品機械が増加に転

じ、医療用滅菌装置も大幅に増加したことにより、増収となりました。水処理装置及びボイラー用薬品は、水処

理装置が伸長しましたが、ボイラー用薬品はほぼ横ばいとなりました。 

 この結果、売上高は83億5千6百万円と前年同期(90億円)と比べ7.2％減となりました。 

 [メンテナンス事業] 

 メンテナンスは、「ベストパートナー戦略」を推進し、お客様への省エネルギー提案やサービス強化などに取

り組み、メンテナンス契約の受注確保に努めましたが、製造業の生産減少の影響を受けて、有償メンテナンスや

部品売上が微減となり、水管ボイラーや冷熱機器のメンテナンス売上も伸び悩みました。 

 この結果、国内の売上高は前年同期並みとなりましたが、海外でのメンテナンス売上が円高の影響を受けたこ

とにより、57億5千7百万円と前年同期(59億5千1百万円)と比べ3.2％減となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 [資産、負債、純資産の状況] 

 当第1四半期末における財政状態につきましては、総資産は、前連結会計年度末に比べ45億5千6百万円減少し、

920億7千万円となりました。これは主に、譲渡性預金の満期に伴う減少、及び売上高の減少による売上債権の減

少によるものであります。負債は、主に賞与引当金が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ39億9百万円

減少し、137億6千1百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べ6億4千7百万円減少し、783億9百万

円となりました。この結果、自己資本比率は85.0％となりました。 

 [キャッシュ・フローの状況] 

 当第1四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べ40億3千9百万円減少し、51億8

千8百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、4億7千2百万円の支出(前年同期比7億8千2百万円の支出増)となりまし

た。これは売上債権の回収などによる収入がありましたが、それを上回る賞与や法人税などの支払が発生したこ

とによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、28億1千9百万円の支出(前年同期比16億9千3百万円の支出増)となりま

した。これは主に定期預金に預入れたことによるものであります。       

 財務活動によるキャッシュ・フローは、10億3千6百万円の支出(前年同期比1億1千7百万円の支出増)となりまし

た。これは主に配当金の支払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 

平成21年4月30日に公表した第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては変更しておりませ

ん。 
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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) 

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 簡便な会計処理 

当第1四半期末の棚卸高の算出に関しましては、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、棚卸資産の簿価切下げに関しましては、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っております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用につきましては、当社は当第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実効税率を乗じて計算しており、

連結子会社は法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。 

（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 9,743 8,336

受取手形及び売掛金 16,328 19,398

リース債権及びリース投資資産 3,060 3,101

有価証券 11,700 15,200

金銭の信託 80 171

商品及び製品 2,972 2,440

仕掛品 1,895 1,538

原材料及び貯蔵品 3,798 3,644

繰延税金資産 1,875 1,899

その他 1,399 1,363

貸倒引当金 △72 △82

流動資産合計 52,782 57,012

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,210 12,333

機械装置及び運搬具（純額） 1,895 1,947

土地 9,700 9,698

建設仮勘定 136 133

その他（純額） 1,071 1,065

有形固定資産合計 25,014 25,179

無形固定資産 550 556

投資その他の資産   

投資有価証券 8,951 8,799

その他 5,008 5,288

貸倒引当金 △236 △209

投資その他の資産合計 13,723 13,878

固定資産合計 39,288 39,614

資産合計 92,070 96,627
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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 1,704 1,924

短期借入金 10 －

リース債務 9 9

未払法人税等 343 2,065

前受金 5,166 4,660

製品保証引当金 445 427

賞与引当金 713 2,426

その他 3,955 4,725

流動負債合計 12,347 16,238

固定負債   

長期借入金 － 50

リース債務 10 12

繰延税金負債 809 762

退職給付引当金 138 130

役員退職慰労引当金 438 459

その他 17 17

固定負債合計 1,414 1,432

負債合計 13,761 17,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,544 9,544

資本剰余金 10,088 10,088

利益剰余金 65,431 65,969

自己株式 △5,296 △5,297

株主資本合計 79,767 80,304

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △273 △341

為替換算調整勘定 △1,198 △1,020

評価・換算差額等合計 △1,471 △1,361

少数株主持分 13 14

純資産合計 78,309 78,956

負債純資産合計 92,070 96,627
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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 14,951 14,114

売上原価 8,214 7,910

売上総利益 6,736 6,203

販売費及び一般管理費 5,379 5,690

営業利益 1,356 513

営業外収益   

受取利息 46 54

金銭の信託運用益 74 4

受取賃貸料 95 96

為替差益 70 72

その他 178 158

営業外収益合計 466 386

営業外費用   

支払利息 0 0

その他 2 2

営業外費用合計 2 2

経常利益 1,820 898

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 40 23

事業譲渡益 22 －

特別利益合計 63 23

特別損失   

固定資産除却損 12 3

特別損失合計 12 3

税金等調整前四半期純利益 1,871 918

法人税、住民税及び事業税 829 372

法人税等調整額 △24 25

法人税等合計 805 397

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益 1,066 521
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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 1,871 918

減価償却費 582 440

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 16

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,067 △1,713

受取利息及び受取配当金 △106 △116

支払利息 0 0

金銭の信託の運用損益(△は運用益) △74 △4

為替差損益（△は益） △10 9

有形固定資産除売却損益（△は益） 12 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,958 3,461

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,518 △951

仕入債務の増減額（△は減少） △13 △430

その他 219 △109

小計 1,840 1,524

利息及び配当金の受取額 110 100

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △1,641 △2,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 309 △472

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △654 △2,358

定期預金の払戻による収入 537 371

貸付けによる支出 － △147

貸付金の回収による収入 0 132

有価証券の取得による支出 － △4,000

有価証券の売却及び償還による収入 － 4,000

投資有価証券の取得による支出 △1 △512

金銭の信託の解約による収入 － 96

関係会社出資金の払込による支出 △242 △1

有形固定資産の取得による支出 △683 △390

有形固定資産の売却による収入 6 0

その他 △90 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,126 △2,819
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（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) 

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） △50 10

リース債務の返済による支出 － △2

長期借入れによる収入 50 －

長期借入金の返済による支出 － △50

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 36 1

配当金の支払額 △955 △995

財務活動によるキャッシュ・フロー △919 △1,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,767 △4,312

現金及び現金同等物の期首残高 19,975 9,228

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 272

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,208 5,188
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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） 

 (注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品・商品等 

(1)ボイラー等販売事業 小型ボイラー、簡易ボイラー、熱媒ボイラー、温水ボイラー、温水ヒータ、舶用補

助ボイラー、コンポジットボイラー、廃熱ボイラー、滅菌器、冷水機、真空冷却

機、ろ過装置、純水装置、軟水器、脱酸素装置、移送ポンプ、ボイラー管理装置、

舶用造水器、蒸気調理機、廃油焼却炉、鉄構物、ボイラー用薬品、自社製品リース

等 

(2)メンテナンス事業    ＺＭＰ(3年間有償保守管理)契約、有償メンテナンス、技術指導、メンテナンス・リ

ース、ダイオキシン類測定分析等 

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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な製品・商品等 

(1)ボイラー等販売事業 小型ボイラー、簡易ボイラー、熱媒ボイラー、温水ボイラー、温水ヒータ、舶用補

助ボイラー、コンポジットボイラー、廃熱ボイラー、滅菌器、冷水機、真空冷却

機、ろ過装置、純水装置、軟水器、脱酸素装置、移送ポンプ、ボイラー管理装置、

舶用造水器、蒸気調理機、廃油焼却炉、鉄構物、ボイラー用薬品、自社製品リース

等 

(2)メンテナンス事業    ＺＭＰ(3年間有償保守管理)契約、有償メンテナンス、技術指導、メンテナンス・リ

ース、ダイオキシン類測定分析等 

〔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）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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも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。 

 
ボイラー等 
販売事業 
(百万円) 

メンテナンス
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 9,000 5,951 14,951 ― 14,951 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 687 ― 687 (687) ― 

 計 9,687 5,951 15,638 (687) 14,951 

営業利益 440 1,909 2,349 (992) 1,356 

  
ボイラー等 
販売事業 
(百万円) 

メンテナンス 
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 8,356 5,757 14,114 ― 14,114 

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 693 ― 693 (693) ― 

計 9,049 5,757 14,807 (693) 14,114 

営業利益 △112 1,740 1,627 (1,113) 513 
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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) 

(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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・韓国、中国、台湾、インドネシア、タイ 

(2) 北米 ・・・カナダ、アメリカ 

(3) その他・・・ドイツ、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) 

(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 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア・・・韓国、中国、台湾、インドネシア、シンガポール、タイ 

(2) 北米 ・・・カナダ、アメリカ 

(3) その他・・・ドイツ、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 

 該当事項はありません。 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 1,361 299 3 1,664 

Ⅱ 連結売上高（百万円）       14,951 

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
9.1％ 2.0％ 0.0％ 11.1％ 

  アジア 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 899 450 0 1,351 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    14,114 

Ⅲ 連結売上高に占める海外 

売上高の割合（％） 
 6.4％  3.2％  0.0％ 9.6％ 
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