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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 757 △33.9 16 △82.5 13 △84.0 15 ―
21年3月期第1四半期 1,145 ― 92 ― 85 ― △4 ―

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 1.38 ―
21年3月期第1四半期 △0.36 ―

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 6,295 1,615 25.7 144.50
21年3月期 6,643 1,594 24.0 142.61

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  1,615百万円 21年3月期  1,594百万円

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 ― 3.00 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 
累計期間

1,860 △32.8 40 △86.6 30 △89.7 30 △56.9 2.68

通期 4,000 △22.3 120 △70.6 80 △78.9 70 △21.4 6.26
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 11,200,000株 21年3月期  11,200,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  19,482株 21年3月期  19,482株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 11,180,518株 21年3月期第1四半期 11,180,793株

※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、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨秋から続く景気悪化の影響から、企業収益が大幅に
低下し、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化など、非常に厳しい状況で推移しました。在庫調整の進展が
見られ景気底入れの兆しも見え始めているものの、依然として先行き不透明な状況となっております。
 このような経営環境のもと、当社の業績は製品事業部門で大幅な減収となり、製品事業部門売上574
百万円(対前年同期比40.9％減)、不動産事業部門売上183百万円(対前年同期比5.9％増)となりました。
損益面におきましては、営業利益16百万円(対前年同期比82.5％減)、経常利益13百万円(対前年同期比
84.0％減)、四半期純利益は前年同期と比較し19百万円増加の15百万円となりました。 
 製品部門別に示しますと、真空ポンプ部門では高真空のドライ真空ポンプの落ち込みが著しく、売上
高は241百万円(対前年同期比53.0％減)の結果となりました。 
 送風機・圧縮機部門ならびに部品および修理部門でも低調な推移となり、売上高は送風機・圧縮機部
門114百万円(対前年同期比28.9％減)、部品および修理部門175百万円(対前年同期比32.2％減)の結果と
なりました。 
 その他部門の売上高は43百万円(対前年同期比10.5％増)となりました。 
 輸出関係につきましては、部品の供給が主なもので売上高は58百万円(対前年同期比69.5％減)の結果
となりました。 
 不動産事業部門につきましては、堅調な売上を確保することができ183百万円(対前年同期比5.9％増)
となりました。 
  

  

総資産は投資有価証券が66百万円増加したものの、受取手形及び売掛金の減少475百万円、現預  
  金の減少46百万円があったことにより前事業年度末比348百万円減少し、6,295百万円となりまし 
  た。 
  純資産はその他有価証券評価差額金が39百万円増加したものの、利益剰余金が18百万円減少し、 
  1,615百万円となりました。この結果、自己資本比率は前事業年度末比1.7％上昇し、25.7％とな 
 りました。 
  当第1四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末比46   
 百万円減少し、454百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動による資金の増加は62百万円となりました。主な要因は売上債権の減少による収入が 
 475百万円、たな卸資産の増加による支出が139百万円、仕入債務の減少による支出が196百万円、   
 法人税等の支払による支出が102百万円です。 
  前年同四半期会計期間との比較では、資金の増加額は253百万円減少しました。これは主に売上債 
 権の減少による収入が157百万円増加したものの、仕入債務の増加による収入が391百万円減少し 
 たこと等によるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動による資金は73百万円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得によるもの 
 です。前年同四半期会計期間との比較では、資金の減少額が193百万円から73百万円へ120百万円 
 減少しました。これは有形固定資産の取得による支出が減少したこと等によるものです。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動による資金は35百万円の減少となりました。これは短期借入金の増加による収入が170百 
 万円あったものの、長期借入金の返済による支出が162百万円、配当金の支払による支出33百万円 
 があったことによるものです。前年同四半期会計期間との比較では、資金の減少が28百万円増加 
 しました。これは主に長期借入金の返済による支出が増加したことによるものです。 

  
  

 今後のわが国の経済状勢につきましては、世界的な景気後退を受け、当社におきましても受注の  
 減少に加え、顧客からの製品価格値下げ要請もあり、採算の悪化が懸念されております。 
 このようななか、受注の確保に注力するとともに、生産効率の向上、固定費削減を推進してゆく 
 方針であります。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報 

3. 業績予想に関する定性的情報
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 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。   

 当第１四半期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、前事業年度末の 
 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、営業循環過程から外れた滞留の棚卸資産で前事業年度末において帳簿価額を処分見込額ま  
 で切り下げているものについては、前事業年度以降に著しい変化がないと認められるので、前事 
 業年度末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。 

 定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して 
 算定する方法によっております。 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに 
 限定する方法によっております。  

当第１四半期会計期間（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。 

 該当事項はありません。 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
  ＜簡便な会計処理＞   
 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

 ②棚卸資産の評価方法

 ③固定資産の減価償却費の算定方法

 ④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  ＜四半期財務諸表の作成に特有の会計処理＞   

(2) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 554,325 600,758

受取手形及び売掛金 1,184,231 1,660,131

仕掛品 1,056,100 901,954

原材料及び貯蔵品 475,179 490,221

その他 100,853 99,964

貸倒引当金 △119 △167

流動資産合計 3,370,570 3,752,862

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,611,603 1,632,820

その他（純額） 806,222 819,372

有形固定資産合計 2,417,826 2,452,193

無形固定資産 6,552 8,047

投資その他の資産   

その他 800,693 734,434

貸倒引当金 △300,025 △303,607

投資その他の資産合計 500,667 430,827

固定資産合計 2,925,046 2,891,067

資産合計 6,295,616 6,643,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 676,804 873,698

短期借入金 1,349,897 1,219,077

未払法人税等 6,946 109,935

賞与引当金 23,897 77,622

その他 369,265 425,185

流動負債合計 2,426,811 2,705,519

固定負債   

社債 160,000 160,000

長期借入金 1,270,643 1,393,613

退職給付引当金 298,662 285,193

役員退職慰労引当金 104,298 101,843

その他 419,614 403,273

固定負債合計 2,253,218 2,343,923

負債合計 4,680,029 5,049,442
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,930 303,930

利益剰余金 450,834 468,947

自己株式 △6,642 △6,642

株主資本合計 1,533,123 1,551,236

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 82,463 43,251

評価・換算差額等合計 82,463 43,251

純資産合計 1,615,587 1,594,488

負債純資産合計 6,295,616 6,643,930
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,145,567 757,682

売上原価 897,107 581,623

売上総利益 248,460 176,059

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 51,277 48,926

賞与引当金繰入額 5,858 4,959

退職給付費用 1,809 4,511

役員退職慰労引当金繰入額 943 2,455

貸倒引当金繰入額 3,967 58

その他 91,791 98,894

販売費及び一般管理費合計 155,647 159,804

営業利益 92,813 16,254

営業外収益   

受取利息 487 470

受取配当金 4,317 2,874

助成金収入 － 4,661

その他 3,636 4,557

営業外収益合計 8,442 12,564

営業外費用   

支払利息 14,160 14,229

その他 1,877 966

営業外費用合計 16,038 15,195

経常利益 85,217 13,622

特別利益   

固定資産売却益 34 －

貸倒引当金戻入額 360 3,688

特別利益合計 394 3,688

特別損失   

たな卸資産評価損 51,245 －

その他 7 42

特別損失合計 51,253 42

税引前四半期純利益 34,357 17,268

法人税、住民税及び事業税 41,222 1,189

法人税等調整額 △2,839 651

法人税等合計 38,382 1,840

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,024 15,428
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 34,357 17,268

減価償却費 46,084 48,414

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,849 △3,629

賞与引当金の増減額（△は減少） △60,598 △53,724

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,028 13,468

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 943 2,455

受取利息及び受取配当金 △4,805 △3,345

支払利息 14,160 14,229

固定資産除却損 7 42

有形固定資産売却損益（△は益） △34 －

売上債権の増減額（△は増加） 318,339 475,899

たな卸資産の増減額（△は増加） △141,724 △139,103

その他の資産の増減額（△は増加） △36,260 △3,349

仕入債務の増減額（△は減少） 194,322 △196,894

その他の負債の増減額（△は減少） 73,052 2,838

小計 437,667 174,571

利息及び配当金の受取額 5,171 3,011

利息の支払額 △11,552 △12,572

法人税等の支払額 △115,825 △102,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,461 62,303

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 △191,528 △75,511

有形固定資産の売却による収入 66 3,753

貸付金の回収による収入 6,303 3,038

預り保証金の返還による支出 △1,283 △1,000

その他 △7,051 △3,289

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,494 △73,009

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） 175,000 170,000

長期借入金の返済による支出 △139,288 △162,150

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

配当金の支払額 △33,494 △33,576

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,782 △35,726

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,183 △46,432

現金及び現金同等物の期首残高 323,318 500,758

現金及び現金同等物の四半期末残高 437,502 454,325
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当第１四半期累計期間（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。 

  

当第１四半期累計期間（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) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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（部 門 別 売 上 高） 

 
(注)＊の輸出品構成比率は製品売上高に対するものであります。 

  

（製品受注高及び受注残高） 

 

  

  

    

   
  
  
  
  

  

6. その他の情報

売上高、受注高及び受注残高の状況

 
 

(単位：千円)

部 門 別

前   期 当   期

平成20年4月1日から 平成21年4月1日から 対前期増減率
平成20年6月30日まで 平成21年6月30日まで

金  額 比率％ 金  額 比率％ 金  額 比率％

真空ポンプ 513,333 44.8 241,212 31.8 △ 272,120 △ 53.0

製 送風機・圧縮機 160,947 14.0 114,449 15.1 △46,498 △28.9

部品及び修理 259,282 22.6 175,725 23.2 △83,556 △32.2

そ  の  他 39,022 3.4 43,127 5.7 4,104 10.5

品 小    計 972,586 84.9 574,514 75.8 △398,071 △40.9

内(輸出品) (193,337) ＊（19.8) (58,951) ＊（10.3) (△134,385) (△69.5)

不 動 産 部 門 172,981 15.1 183,168 24.2 10,186 5.9

合     計 1,145,567 100.0 757,682 100.0 △387,885 △33.9

(単位：千円)

製 品
受 注 高 受 注 残 高

前期 当期 対前期増減 前期 当期 対前期増減

真空ポンプ 697,706 198,410 △ 499,295 997,339 346,643 △ 650,696

送風機・圧縮機 265,526 410,250 144,724 626,741 773,796 147,054

部品及び修理 247,716 191,767 △ 55,949 142,528 151,633 9,105

そ  の  他 58,507 45,161 △13,345 43,400 17,956 △ 25,444

小    計 1,269,457 845,589 △ 423,867 1,810,010 1,290,030 △ 519,980
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