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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 5,452 △44.9 △346 ― △292 ― △428 ―

21年3月期第1四半期 9,902 ― 547 ― 709 ― 270 ―

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 △17.94 ―

21年3月期第1四半期 10.95 ―

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 41,695 33,065 77.6 1,361.26
21年3月期 43,907 33,196 74.1 1,358.44

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  32,358百万円 21年3月期  32,527百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.00 ― 7.00 14.00

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  
 

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

11,600 △43.1 △440 ― △330 ― △465 ― △19.56

通期 27,100 △28.1 △60 ― 170 △91.1 65 △92.5 2.73



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） 

(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.上記の業績に予想につきましては、平成21年5月14日に公表いたしました内容から変更しております。業績予想に関する事項につきましては、本日平成2
1年8月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
2.上記の予想には本資料の発表日現在の将来に関する前提・見直し・計画に基づく予測が含まれており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数
値と異なる可能性があります。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。 

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 25,359,660株 21年3月期  25,359,660株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,589,108株 21年3月期  1,414,894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 23,862,740株 21年3月期第1四半期 24,746,433株



 当第１四半期のわが国経済は、一部に景気底打ちという動きが見られるものの、企業収益の先行きが不透明なこ

とから、設備投資の抑制や、在庫調整も続き、景気は一段と厳しい環境で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては主要顧客の買い控えや新規投資の先送りなどが顕在化する

と共に、海外においても、欧米市場ならびに中近東などで減速感が著しく、為替円高の影響も加わり極めて厳しい

環境となっております。 

  このような状況の中、当社グループといたしましては新製品の投入や新たな販路の開拓に注力してまいりました

が、売上高は54億52百万円（前年同期比44.9％減）となりました。また利益面におきましては、諸経費の抑制に努

めてまいりましたが、売上減少の影響が大きく営業損失は3億46百万円（前年同期は5億47百万円の営業利益）、経

常損失は2億92百万円（同7億9百万円の経常利益）、四半期純損失は4億28百万円（同2億70百万円の四半期純利

益）となりました。 

  

 各製品別概況は次のとおりです。 

  発電機関連では、定置式発電機の出荷が堅調に推移しているものの、主力の可搬式発電機が国内の主力市場であ

るレンタル業界の買い控えもあって大幅な減少を余儀なくされたことに加え、海外市場でも北米をはじめ出荷が大

幅に減少したことから、売上高は35億70百万円（前年同期比49.3％減）となりました。 

  溶接機関連では、建築着工の遅れや設備投資の抑制の影響を大きく受け、売上高は5億86百万円（同56.1％減）

となりました。 

  コンプレッサー関連では、発電機同様にレンタル業界の設備投資が慎重なことから、売上高は1億38百万円（同

47.8％減）となりました。 

  その他では、製品に付随している部品・商品の売上も製品出荷の減少の影響を受け、売上高は11億55百万円（同

7.7％減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は416億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億11百万円減少いたし

ました。流動資産は271億54百万円となり、27億19百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金が21

億54百万円減少したことやたな卸資産の減少5億41百万円などによるものであります。 

固定資産は145億41百万円となり、5億7百万円増加いたしました。主な要因は、保有株式の評価替等による投資有

価証券の増加5億95百万円等によるものであります。 

負債合計は86億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億80百万円減少いたしました。流動負債は、63億48

百万円となり、23億5百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が22億45百万円減少したことなど

によるものであります。固定負債は22億82百万円となり、2億24百万円増加いたしました。主な要因は、保有株式の

評価替等による繰延税金負債が3億5百万円増加したことなどによるものです。 

純資産合計は330億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億31百万円減少いたしました。主な要因は、四半

期純損失4億28百万円と評価・換算差額等5億98百万円の増加および配当金の支払2億15百万円などによるものであり

ます。 

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.5％上昇し、77.6％となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

当第１半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は92億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万

円減少いたしました。 

当第１四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フロー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、90百万円の収入となりました。 

    これは主に、売上債権の減少や、仕入債務の減少など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、60百万円の収入となりました。 

    これは主に、投資有価証券の売却など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、2億84百万円の支出となりました。 

   これは主に、自己株式の取得および配当金の支払などによるものであります。  

  

【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



  

    今後の経済見通しにつきまして、国内の景気に底打ちの兆しが見られるものの、民間の設備投資が低調なことに

加え、欧米の景気回復はいまだ見込めていないことから、上期は引き続き前年を大きく下回る経営環境と予想して

おります。下期の見通しも決して予断を許さない事業環境ではありますが、産油国におけるプラント工事が動きは

じめており、地域差があるものの一部に回復の兆しも見えております。 

  このような状況下におきまして、当社グループといたしましては、業績の向上に努めてまいる所存でございます

が、国内外ともに当初計画を下回る状況であることから、平成22年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績

予想につきましては、平成21年５月14日に「平成21年３月期決算短信」にて公表いたしました業績予想を修正して

おります。 

  詳細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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



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 9,058 9,104

受取手形及び売掛金 8,903 11,057

有価証券 504 504

商品及び製品 5,497 6,112

仕掛品 219 200

原材料及び貯蔵品 1,978 1,924

その他 1,025 1,013

貸倒引当金 △32 △43

流動資産合計 27,154 29,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,459 3,480

機械装置及び運搬具（純額） 419 447

土地 4,506 4,501

その他（純額） 196 206

有形固定資産合計 8,581 8,635

無形固定資産 159 165

投資その他の資産   

投資有価証券 4,930 4,335

その他 891 910

貸倒引当金 △22 △13

投資その他の資産合計 5,800 5,232

固定資産合計 14,541 14,033

資産合計 41,695 43,907

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,051 6,296

短期借入金 1,081 1,011

未払法人税等 84 380

未払費用 616 303

引当金 393 498

その他 121 162

流動負債合計 6,348 8,653

固定負債   

長期借入金 515 517

退職給付引当金 943 973

繰延税金負債 588 282

その他 234 283

固定負債合計 2,282 2,057

負債合計 8,630 10,711



（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 1,954 1,954

資本剰余金 1,754 1,754

利益剰余金 29,651 30,295

自己株式 △1,285 △1,162

株主資本合計 32,075 32,842

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 713 314

繰延ヘッジ損益 △30 △59

為替換算調整勘定 △400 △569

評価・換算差額等合計 282 △315

少数株主持分 707 668

純資産合計 33,065 33,196

負債純資産合計 41,695 43,907



（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 9,902 5,452

売上原価 7,616 4,363

売上総利益 2,286 1,088

販売費及び一般管理費 1,738 1,435

営業利益又は営業損失（△） 547 △346

営業外収益   

受取利息 21 9

受取配当金 96 38

受取家賃 － 26

為替差益 41 1

その他 53 17

営業外収益合計 211 92

営業外費用   

支払利息 10 7

持分法による投資損失 26 17

その他 13 12

営業外費用合計 50 37

経常利益又は経常損失（△） 709 △292

特別利益   

投資有価証券売却益 － 25

貸倒引当金戻入額 4 11

特別利益合計 4 36

特別損失   

投資有価証券売却損 － 2

退職給付費用 － 78

固定資産処分損 0 1

特別損失合計 0 82

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（△）

712 △337

法人税、住民税及び事業税 399 21

法人税等調整額 21 56

法人税等合計 421 77

少数株主利益 20 13

四半期純利益又は四半期純損失（△） 270 △428



（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（△）

712 △337

減価償却費 114 108

受取利息及び受取配当金 △117 △48

支払利息 10 7

持分法による投資損益（△は益） 26 17

売上債権の増減額（△は増加） 778 2,236

たな卸資産の増減額（△は増加） 335 612

仕入債務の増減額（△は減少） △1,204 △2,302

その他 114 48

小計 770 342

利息及び配当金の受取額 132 59

利息の支払額 △1 △2

法人税等の支払額 △274 △308

営業活動によるキャッシュ・フロー 626 90

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 △64 △32

投資有価証券の償還による収入 1,200 －

投資有価証券の売却による収入 145 70

その他 △21 21

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,260 60

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） － 69

長期借入金の返済による支出 △2 △2

自己株式の取得による支出 － △123

配当金の支払額 △272 △215

少数株主への配当金の支払額 △24 △12

その他 △0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △299 △284

現金及び現金同等物に係る換算差額 △268 87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,318 △46

現金及び現金同等物の期首残高 10,236 9,304

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 327 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,882 9,258



 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） 

製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、当社グループ（当社及び連結子会社）は産

業用電気機械器具等の製造並びに販売とこれらに関連する保守その他のサービスが主な事業であり、売上高、営

業利益の金額に占める当該事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。  

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） 

製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、当社グループ（当社及び連結子会社）は産

業用電気機械器具等の製造並びに販売とこれらに関連する保守その他のサービスが主な事業であり、売上高、営

業利益の金額に占める当該事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

省略しております。   

  

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） 

 （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．アジアの区分に属する主な国又は地域は、シンガポール及びマレーシアであります。 

３．その他の地域の区分に属する主な国又は地域は、オランダであります。 

   

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．アジアの区分に属する主な国又は地域は、シンガポール及びマレーシアであります。 

３．その他の地域の区分に属する主な国又は地域は、オランダであります。   

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

(百万円) 
アメリカ
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他の
地域 

(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  7,160  1,284  1,456  0  9,902  －  9,902

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,573  106  －  －  1,679 (1,679)  －

計  8,734  1,391  1,456  0  11,582 (1,679)  9,902

営業利益又は営業損失（△）  373  19  99  △27  465  82  547

  
日本 

(百万円) 
アメリカ
(百万円) 

アジア
(百万円) 

その他の
地域 

(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  3,735  989  685  42  5,452  －  5,452

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 582  14  －  －  596 (596)  －

計  4,317  1,003  685  42  6,048 (596)  5,452

営業利益又は営業損失（△）  △461  △8  73  △22  △419  72  △346



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）北・中米……アメリカ、カナダ 

(2）アジア………シンガポール、インドネシア 

(3）その他………イギリス、ロシア 

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）北・中米……アメリカ、カナダ 

(2）アジア………シンガポール、インドネシア 

(3）その他………イギリス、ロシア 

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。   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北・中米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,453  1,986  730  5,169

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    9,902

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 24.8  20.0  7.4  52.2

  北・中米 アジア その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  1,365  968  252  2,587

Ⅱ 連結売上高（百万円）                    5,452

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 25.1  17.8  4.6  47.5

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



販売実績 

 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）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 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） 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連  7,047

溶接機関連  1,336

コンプレッサー関連  265

その他  1,252

合計  9,902

製品区分の名称 金額（百万円）

発電機関連  3,570

溶接機関連  586

コンプレッサー関連  138

その他  1,155

合計  5,452
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