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（百万円未満切捨て）

１．平成22年３月期第２四半期の連結業績（平成 21年 ４月 １日　～　平成 21年 ９月 30日）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考） 自己資本 22年３月期第２四半期 百万円 21年３月期 百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（注） 配当予想の当四半期における修正の有無： 無

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）

（％表示は対前期増減率）

（注） 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無：　有
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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）

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 無

② ①以外の変更 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

22年３月期第２四半期 株 21年３月期 株

② 期末自己株式数

22年３月期第２四半期 株 21年３月期 株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

22年３月期第２四半期 株 21年３月期第２四半期 株

(参考)個別業績の概要

１．平成22年３月期第２四半期の個別業績（平成 21年 ４月 １日　～　平成 21年 ９月 30日）
（１）個別経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

（２）個別財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考） 自己資本 22年３月期第２四半期 百万円 21年３月期 百万円

２．平成22年３月期の個別業績予想（平成 21年 ４月 １日　～　平成 22年 ３月 31日）
（％表示は対前期増減率）

（注） 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無：　有

　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

81,519,747

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。

定性的情報」をご覧ください。

　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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

85,103,252

5,988,578

84,773,128

2,770,167

85,103,252

売　上　高 営　業　利　益 経　常　利　益 四半期純利益

22年３月期第２四半期 54,970 △ 34.7 748 △ 50.9 843 △ 46.3 459 △ 39.3
21年３月期第２四半期 84,153 ― 1,524 ― 1,571 ― 757 ―

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

21年３月期第２四半期 8 92 ―
22年３月期第２四半期 5 63 ―

総　資　産 純　資　産 自己資本比率 １株当たり純資産

22年３月期第２四半期 68,892 19,117 27.7 241 31
21年３月期 62,295 18,906 30.3 229 34

19,117 18,906

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

通 期 110,000 △ 28.4 1,200 △ 60.3 1,380 △ 55.0 530 △ 55.7 6 69
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、深刻な景気悪化の局面から漸く持ち直しの兆

しが伺えるものの、企業の収益状況や資金調達状況は依然として厳しさが続いており、設備投資の

回復や雇用、所得環境の改善までには至っておらず、先行きの不透明感は払拭されていない状況に

あります。 

このような経済環境の下、当社グループでは一丸となって受注活動に注力してまいりましたが、

一般産業分野での大型発電設備の受注があったものの、電力、および電子情報分野での受注が低調

に推移した結果、当第２四半期連結累計期間における受注高は 721 億円（前年同期比 3.6%減）とな

りました。一方、売上高は 581 億円（前年同期比 34.2％減）となり、営業利益は 7.9 億円（前年同

期比 59.5％減）、経常利益は 9.1 億円（前年同期比 56.3％減）、四半期純利益は 4.7 億円（前年同期

比 56.7％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 21,400 29.6 23,352 40.1

一 般 産 業 44,790 62.1 26,956 46.3

電 子 ・ 情 報 4,199 5.8 5,905 10.2

機
械
等
卸
売
事
業 

(環境保全設備） (1,153) (1.6) (1,581) (2.7)

      計 70,390 97.5 56,214 96.6

機械等製造事業 1,779 2.5 1,948 3.4

合       計 72,169 100 58,163 100 

(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２四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 6,770 百万円（10.2％）増加

し、73,085 百万円となりました。これは、前渡金が 13,393 百万円増加した一方で、受取手形及び 

売掛金が 5,961 百万円減少したことなどによるものであります。 

当第２四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 6,423 百万円（14.2％） 

増加し、51,726 百万円となりました。これは、前受金が 13,671 百万円増加した一方で、支払手形 

及び買掛金が 6,694 百万円減少したことなどによるものであります。 
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当第２四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 346 百万円（1.7％）増加し、

21,359 百万円となりました。これは、配当金の支払いや自己株式の取得等により株主資本が 846 百

万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が 1,075 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 

当社グループを取り巻く環境は、世界的な景気の低迷による企業収益悪化の影響により、国内、

海外とも当初の予想以上に厳しい状況になっております。 

当社グループにおきましても、国内では化学、電機等の顧客を中心とした設備投資抑制が業績に

影響を与え、海外では欧米の深刻な不況の影響により、海外子会社の業績が落ち込んでおります。 

このような状況の下、中国の景気回復等好転材料はあるものの、依然として国内企業の設備投資

回復や、欧米の景気動向の先行きが不透明な状況にあり、平成22年３月期の通期の連結業績予想は、

売上高 1,220 億円、営業利益 13.5 億円、経常利益 15 億円、当期純利益 6.1 億円を予想しておりま

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） 

   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２四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２四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2四半期連結会計期間末 
(平成21年9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 8,926 11,724

受取手形及び売掛金 30,117 36,079

有価証券 260 112

商品及び製品 1,880 1,485

原材料及び貯蔵品 919 991

仕掛品 28 49

前渡金 15,709 2,316

繰延税金資産 417 504

その他 1,361 1,388

貸倒引当金 △47 △37

流動資産合計 59,573 54,614

固定資産   

有形固定資産 1,475 1,472

無形固定資産   

のれん 176 －

その他 430 381

無形固定資産合計 607 381

投資その他の資産   

投資有価証券 10,379 8,236

繰延税金資産 130 662

その他 974 996

貸倒引当金 △54 △49

投資その他の資産合計 11,429 9,846

固定資産合計 13,512 11,700

資産合計 73,085 66,315

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,535 30,230

短期借入金 6,880 6,880

未払法人税等 447 1,023

前受金 16,044 2,373

引当金 530 637

繰延税金負債 12 11

その他 1,076 1,166

流動負債合計 48,527 42,321

固定負債   

長期借入金 1,000 1,000

退職給付引当金 1,576 1,443
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(単位：百万円)

当第2四半期連結会計期間末 
(平成21年9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) 

役員退職慰労引当金 169 154

訴訟損失引当金 180 196

繰延税金負債 137 2

負ののれん 41 82

その他 93 101

固定負債合計 3,199 2,981

負債合計 51,726 45,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,728 6,728

資本剰余金 2,099 2,098

利益剰余金 12,165 12,269

自己株式 △1,308 △565

株主資本合計 19,684 20,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,825 750

為替換算調整勘定 △200 △316

評価・換算差額等合計 1,624 433

少数株主持分 50 47

純資産合計 21,359 21,012

負債純資産合計 73,085 66,315
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 (2) 四半期連結損益計算書 
第2四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年4月1日 

 至 平成20年9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年4月1日 
 至 平成21年9月30日) 

売上高 88,362 58,163

売上原価 81,605 52,750

売上総利益 6,756 5,413

販売費及び一般管理費 4,783 4,614

営業利益 1,973 799

営業外収益   

受取利息 34 30

受取配当金 53 47

有価証券売却益 － 17

負ののれん償却額 41 41

持分法による投資利益 18 1

為替差益 67 37

その他 81 40

営業外収益合計 296 217

営業外費用   

支払利息 69 64

有価証券売却損 74 －

その他 37 38

営業外費用合計 181 102

経常利益 2,088 913

特別利益   

投資有価証券売却益 88 4

貸倒引当金戻入額 26 －

その他 0 1

特別利益合計 115 5

特別損失   

たな卸資産廃棄損 － 30

投資有価証券評価損 268 －

品質保証追加費用引当金繰入損 29 －

その他 29 5

特別損失合計 326 36

税金等調整前四半期純利益 1,877 883

法人税、住民税及び事業税 886 395

法人税等調整額 △109 11

法人税等合計 776 407

少数株主利益 6 2

四半期純利益 1,093 473
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（３）継続企業の前提に関する注記 

 当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年9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 

85,751 2,610 88,362 ― 88,362

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

10 240 251 △251 ―

計 85,761 2,851 86,613 △251 88,362

営業利益 1,767 203 1,971 2 1,973

(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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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 

56,214 1,948 58,163 ― 58,163

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

5 214 220 △220 ―

計 56,220 2,163 58,384 △220 58,163

営業利益 733 67 800 △1 799

(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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) および当第２四半期連

結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,694 2,446 618 8,758

Ⅱ 連結売上高(百万円) 88,362

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

6.4 2.8 0.7 9.9

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,777 1,566 477 6,820

Ⅱ 連結売上高(百万円) 58,163

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

8.2 2.7 0.8 11.7

 

(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2四半期連結累計期間において自己株式が742百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末にお

ける自己株式は1,308百万円となっております。これは、当第2四半期連結累計期間において市場よ

り自己株式3,207千株を取得したことなどによるものであります。 
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