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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） 

 

(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2四半期 8,870 △30.0 57 △91.1 93 △85.7 △193 ―

21年3月期第2四半期 12,666 ― 644 ― 655 ― 364 ―

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2四半期 △3.94 ―

21年3月期第2四半期 7.42 ―

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2四半期 19,262 12,435 62.4 245.09
21年3月期 21,804 12,706 56.5 251.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  12,017百万円 21年3月期  12,322百万円

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  

   平成22年3月期の期末における配当予想額は未定であります。 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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  
   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。 

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 21,000 △20.4 500 △65.4 500 △66.6 130 △84.0 2.65
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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） 

(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。 

(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。 
２．当社をとりまく経済環境の変化は急激で、今後の変動によっては業績に与える影響についての予見が困難でありますので、平成22年3月期の期 
  末における配当予想額を未定としております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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2四半期 49,260,000株 21年3月期  49,260,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  224,525株 21年3月期  218,826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 49,037,566株 21年3月期第2四半期 49,090,002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２四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年９月のリーマンショック以後の世界不況の

影響により、雇用情勢の悪化に伴う消費の減退や設備投資の減少により厳しい状況が続いております。 

このような経済情勢のなかで、当社グループは、組織能力強化と競争優位性の確立に向け、グルー

プ一丸となって取り組んでおります。 

当第２四半期連結累計期間における事業の種類別セグメントの業績につきましては次のとおりで

あります。 

機械器具事業は、自動車産業を中心とする輸出産業の不振や設備投資の手控えの影響を受け、売上

高は 36 億７千７百万円(前年同四半期比 43.4％減)となりました。 

生活関連製品事業は、電機産業を中心とする設備投資の手控え等の影響により、売上高は 51 億９

千２百万円(前年同四半期比 15.9％減)となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間につきましては、売上高は 88 億７千万円（前年同四半

期比 30.0％減）となりました。 

損益面では、営業利益は５千７百万円、経常利益は９千３百万円となり、事業構造改善等に伴う特

別損失１億３千８百万円や法人税等により当第２四半期連結累計期間の四半期純損失は１億９千３

百万円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における資産の合計は、前連結会計年度末に比べて 11.7％減少し、192

億６千２百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 14.8％減少し、134 億５千７百万円となりました。これは

主として、受取手形及び売掛金が 21 億２千２百万円減少したこと等によります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 3.3％減少し、58 億４百万円となりました。これは主とし

て、のれん償却が６千１百万円発生したこと等によります。 

 （負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べて 25.0％減少し、68

億２千６百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 27.8％減少し、55 億８千８百万円となりました。これは

主として、支払手形及び買掛金が 21 億５千５百万円減少したこと等によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 8.4％減少し、12 億３千７百万円となりました。これは主

として、退職給付引当金が１億４百万円減少したこと等によります。 

 （純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は、前連結会計年度末に比べて 2.1％減少し、

124 億３千５百万円となりました。これは主として、利益剰余金が３億４千万円減少したこと等によ

ります。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

   現在の事業環境を前提に業績の予想を行いましたところ、通期での当期純利益が減少する見込とな

りました。平成 22 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 21 年 11 月２日公表の「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

 

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 

    棚卸資産の評価方法 

      棚卸資産の簿価の切下げに関しては、収益性の低下の明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価の切下げを行う方法によっております。 

 

 (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 

    完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

      請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日)及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日)を当第

１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗

部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積り

は原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の売上高は２億

１千５百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益はそれぞれ５千４百万円増加し、税金

等調整前四半期純損失は５千４百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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 2,627 2,646

受取手形及び売掛金 7,399 9,522

商品及び製品 204 270

仕掛品 2,233 2,228

原材料及び貯蔵品 590 612

繰延税金資産 252 267

未収入金 85 247

その他 159 103

貸倒引当金 △96 △95

流動資産合計 13,457 15,802

固定資産   

有形固定資産 4,374 4,445

無形固定資産   

のれん 366 427

その他 199 212

無形固定資産合計 565 640

投資その他の資産   

投資有価証券 254 235

その他 720 790

貸倒引当金 △110 △110

投資その他の資産合計 864 915

固定資産合計 5,804 6,001

資産合計 19,262 21,804
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,283 5,438

短期借入金 348 345

未払法人税等 56 292

賞与引当金 345 374

その他 1,555 1,294

流動負債合計 5,588 7,745

固定負債   

長期借入金 44 42

繰延税金負債 125 124

退職給付引当金 861 965

役員退職慰労引当金 173 175

その他 33 42

固定負債合計 1,237 1,351

負債合計 6,826 9,097

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,275 3,275

資本剰余金 5,019 5,019

利益剰余金 3,746 4,086

自己株式 △48 △47

株主資本合計 11,993 12,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 26 13

為替換算調整勘定 △2 △25

評価・換算差額等合計 24 △12

少数株主持分 417 384

純資産合計 12,435 12,706

負債純資産合計 19,262 21,804
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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 12,666 8,870

売上原価 9,467 6,682

売上総利益 3,198 2,187

販売費及び一般管理費 2,553 2,130

営業利益 644 57

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 2 0

負ののれん償却額 4 4

助成金収入 － 18

設備賃貸料 17 17

雑収入 27 16

営業外収益合計 53 58

営業外費用   

支払利息 15 7

設備賃貸費用 2 3

持分法による投資損失 － 1

雑損失 24 11

営業外費用合計 42 22

経常利益 655 93

特別利益   

環境対策費用戻入益 － 9

固定資産売却益 － 7

特別利益合計 － 17

特別損失   

事業構造改善費用 － 138

固定資産除却損 13 －

特別損失合計 13 138

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（△）

642 △27

法人税、住民税及び事業税 194 67

法人税等調整額 44 55

法人税等合計 238 123

少数株主利益 39 42

四半期純利益又は四半期純損失（△） 364 △193
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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) 

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（△）

642 △27

減価償却費 234 230

のれん償却額 61 61

賞与引当金の増減額（△は減少） 45 △29

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13 △104

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12 △2

受取利息及び受取配当金 △4 △1

支払利息 15 7

環境対策費用戻入益 － △9

固定資産売却損益（△は益） － △7

事業構造改善費用 － 138

固定資産除却損 13 －

売上債権の増減額（△は増加） 120 2,163

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,401 85

仕入債務の増減額（△は減少） △45 △2,159

その他 543 268

小計 191 609

利息及び配当金の受取額 4 1

利息の支払額 △17 △7

特別退職金の支払額 － △54

法人税等の支払額 △691 △280

営業活動によるキャッシュ・フロー △513 269

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △15 △53

有形固定資産の取得による支出 △338 △163

有形固定資産の売却による収入 － 8

無形固定資産の取得による支出 △3 △10

投資有価証券の取得による支出 △1 △0

貸付金の回収による収入 2 1

その他 0 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △355 △218

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） 961 4

長期借入金の返済による支出 △129 －

自己株式の取得による支出 △3 △1

配当金の支払額 △224 △135

その他 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 604 △130

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265 △72

現金及び現金同等物の期首残高 1,974 2,645

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,709 2,572
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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）

(単位：百万円，百万円未満切捨)
          項                 目 機械器具 生活関連 計 消去又 連結

製品 は全社
売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 6,494 6,171 12,666 -       12,666
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 102 -     102 (102) -

計 6,596 6,171 12,768 (102) 12,666
営業利益 576 203 779 (135) 644

(注) １.  事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 
 (1) 事業区分の方法

  当社グループの事業区分の方法は需要先の用途区分により機械器具事業と生活関連製品事
業とにセグメンテーションしております。

 (2) 各事業区分の主要製品
事業区分 　　　　　　　　主　　　　要　　　　製　　　　品　

２. 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
　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日公表分）を適用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益は機械
器具事業で23百万円、生活関連製品事業で18百万円それぞれ減少しております。

３. 連結財務諸表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
　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)を適用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益は生活
関連製品事業で７百万円減少しております。

４. 法人税法の改正に伴う耐用年数の変更
　当第１四半期連結会計期間より、平成20年度の法人税法改正に伴い、主として機械及び装
置の耐用年数の変更を行っております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計期間の営業利益は機械
器具事業で４百万円、生活関連製品事業で２百万円それぞれ減少しております。

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）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

          項                 目 機械器具 生活関連 計 消去又 連結
製品 は全社

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 3,677 5,192 8,870 -       8,870
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 69 -     69 (69) -

計 3,747 5,192 8,939 (69) 8,870
営業利益又は営業損失(△) △ 54 231 176 (118) 57

(注) １.  事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称 
 (1) 事業区分の方法

  当社グループの事業区分の方法は需要先の用途区分により機械器具事業と生活関連製品事
業とにセグメンテーションしております。

 (2) 各事業区分の主要製品
事業区分 　　　　　　　　主　　　　要　　　　製　　　　品　

スピニング加工機、フローフォーミング機他金属回転塑性加工機、混練機、押出

機、破砕機、クーラント液浄化装置、各種飲料・食品製造プラント、各種殺滅菌装

置、サニタリータンク、抽出器、ホモゲナイザー、脱気装置、アイスクリームフリー

ザー、アイススティック製造装置、工業用ファスナー

各種集じん装置、ダイオキシン除去装置、気体輸送装置、灰処理装置

建 材

建 材 各種学校用間仕切、老人福祉施設・病院用等引戸

製品 空 調 機 器 クリーンルーム、クリーンルーム機器、精密温調システム、冷却塔、
氷蓄熱システム､エアフィルタ

生活関連 環 境 機 器

空 調 機 器

機械器具 産 業 機 器

生活関連
製品

環 境 機 器

スピニング加工機、フローフォーミング機他金属回転塑性加工機、混練機、押出

機、破砕機、クーラント液浄化装置、各種飲料・食品製造プラント、各種殺滅菌装

置、サニタリータンク、抽出器、ホモゲナイザー、脱気装置、アイスクリームフリー

ザー、アイススティック製造装置、工業用ファスナー

各種集じん装置、ダイオキシン除去装置、気体輸送装置、灰処理装置

産 業 機 器

氷蓄熱システム､エアフィルタ
各種学校用間仕切、老人福祉施設・病院用等引戸

クリーンルーム、クリーンルーム機器、精密温調システム、冷却塔、

機械器具
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２. 工事契約に関する会計基準の適用
　「【定性的情報・財務諸表等】４．その他」に記載のとおり、「工事契約に関する会計
基準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用
指針」(企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間か
ら適用しております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、第２四半期連結累計期間において機械器
具事業で、売上高は２億１千５百万円増加し、営業損失は５千４百万円減少しております。

【所在地別セグメント情報】
　前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間ともに、全セグメントの売上高の合計に占
める本邦の割合がいずれも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。

【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)

(単位：百万円，百万円未満切捨)

アジア 北米 欧州 その他の地域 計
Ⅰ　海外売上高 1,318 176 0 37 1,532
Ⅱ　連結売上高 -       -       -       -       12,666
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合（％）

(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. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・・・大韓民国、中国、台湾、フィリピン、タイ、マレーシア、
　　　　　　　　シンガポール

(2) 北米・・・・・・アメリカ
(3) 欧州・・・・・・ドイツ
(4) その他・・・・・オーストラリア、アラブ首長国連邦

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）
(単位：百万円，百万円未満切捨)

アジア 北米 欧州 その他の地域 計
Ⅰ　海外売上高 1,134 7 2 8 1,152
Ⅱ　連結売上高 -       -       -       -       8,870
Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合（％）

(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. 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア・・・・・中国、大韓民国、マレーシア、シンガポール、台湾
(2) 北米・・・・・・アメリカ
(3) 欧州・・・・・・オランダ、ドイツ
(4) その他・・・・・アラブ首長国連邦

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
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。

13.012.8 0.1 0.0 0.1

0.3 12.110.4 1.4 0.0
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