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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 11,198 △35.7 132 △85.5 158 △83.7 50 △90.5

21年3月期第2四半期 17,407 ― 911 ― 970 ― 532 ―

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 5.97 ―

21年3月期第2四半期 62.43 ―

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 16,977 7,207 40.8 815.73
21年3月期 19,759 7,132 34.7 807.35

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,927百万円 21年3月期  6,856百万円

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

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 ― 15.00 ― 10.00 25.00

22年3月期 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 4.00 7.00

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  無  
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下さい。 

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 23,400 △29.8 360 △78.6 390 △77.1 150 △81.7 17.66
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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  
詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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） 

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 8,640,000株 21年3月期  8,640,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  148,168株 21年3月期  148,008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 8,491,943株 21年3月期第2四半期 8,521,189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 

わが国の経済は、自動車・鉄鋼・電機など大手各社で在庫調整が進み、中国をはじめアジアの新興国経済の高

成長を背景に輸出が増加し、また国内景気刺激策にも支えられて、輸出と生産に持ち直しがみられました。しか

しながら生産の水準は昨年のピーク時のおおよそ７～８割程度に留まり、企業は収益確保のために設備投資を抑

制するなど、国内景気は自律的な回復にはまだ遠い状況にあります。 

このような環境のなか、当社は顧客に対して、原価低減、省エネルギー、品質向上などの価値提案を通じて顧

客密着営業を展開し、設備関連機器商品を中心に営業目標の達成に努力してまいりましたが、当社の主要顧客業

界での設備過剰感は未だ強く、当第２四半期は以下のとおり厳しい結果となりました。 

 

まず鉄鋼業界においては、アジア向けの輸出、国内自動車向けの生産の持ち直しにより、国内高炉各社が大幅

な減産体制から徐々に増産へ向かい、国内粗鋼生産は今年２月を底に増加をたどりましたが、その水準は昨年度

のピーク時の８割程度に留まっています。 

当社におきましては、製鋼用副資材の販売が大幅な減少となったほか、設備更新用機器、設備補修用部品の販

売も全般的に減少となり、鉄鋼業界向け全体としては前年同四半期比で売上高が13.4％の減少（粗利益は19.0％

の減少）となりました。 

 

次に自動車業界では、景気刺激策の効果により自動車生産が増加をたどりましたが、自動車各社は設備投資を

控えています。また工作機械業界では、受注がピーク時の約３割の水準で低迷しています。 

当社におきましては、自社製ＮＣ高圧洗浄機および他社製自動車部品洗浄機、工作機械用ロータリージョイン

ト、クーラント装置用のポンプなどの販売がいずれも大幅に減少となったほか、その他の各種機器・消耗部品類

の販売も全面的に減少となり、前年同四半期比で売上高が73.7％の減少（粗利益は64.7％の減少）となりました。 

 

以上の結果、当第２四半期累計期間の連結業績は、売上高111億98百万円（前年同四半期比35.7％減）、営業利

益１億32百万円（前年同四半期比85.5％減）、経常利益１億58百万円（前年同四半期比83.7％減）、四半期純利益

50百万円（前年同四半期比90.5％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） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて17.8％減少し127億99百万円となりました。これは現金及び預金が４

億23百万円増加し、一方で受取手形及び売掛金が26億59百万円、たな卸資産が１億70百万円それぞれ減少したこ

となどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて0.2％減少し41億78百万円となりました。増減内訳は、有形固定資産

が67百万円の減少、無形固定資産が８百万円の減少、投資その他の資産が66百万円の増加であります。 

有形固定資産の減少の主な要因は、当社名古屋事業所を福岡事業所に統合・集約(注)することに伴う建物等の

減損損失を18百万円計上したことであり、投資その他の資産の増加の主な要因は、有価証券時価評価額の上昇に

より投資有価証券が１億77百万円増加したことなどであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて14.1％減少し169億77百万円となりました。 

 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて24.5％減少し86億63百万円となりました。これは支払手形及び買掛金

が22億45百万円、短期借入金が50百万円、未払法人税等が１億39百万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.6％減少し11億６百万円となりました。これは、長期借入金が68百

万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて22.6％減少し97億70百万円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1.0％増加し72億７百万円となりました。これはその他有価証券評

価差額金が88百万円増加したことなどによります。 

 

(注) 詳細につきましては、平成21年９月10日に別途公表いたしました「事業所統合に関するお知らせ」を

ご覧下さい。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間におきましては、昨年来の急激な景気悪化、予想以上の設備投資の抑制により売上高は予

想を下回りましたが、経費の圧縮によるコスト削減により、営業利益、経常利益、四半期純利益は予想を若干上

回りました。 

通期業績予想に関しましても、設備投資の抑制は継続する見込みであり、第２四半期累計実績を踏まえ売上高

の予想を修正しております。なお営業利益、経常利益、当期純利益につきましては、当初の予想を変更しており

ません。 

詳細につきましては、平成21年10月26日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧

下さい。 

 

平成22年3月期通期連結業績予想数値の修正(平成21年4月1日～平成22年3月31日) 

(金額の単位：百万円) 

 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

前回発表予想(A) 27,100 360 390 150 17.66

今回発表予想(B) 23,400 360 390 150 17.66

増減額(B-A) △3,700 0 0 0 

増減率(%) △13.7 0.0 0.0 0.0 

(ご参考)前期実績 

(平成21年3月期) 
33,346 1,683 1,699 817 96.13

 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の移動（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 

簡便な会計処理 

(a) 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資産については、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する方法に

よっております。 

 

(b) 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

 

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用の算定方法 

当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算定する方法によっております。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

(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 

表示方法の変更 

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「不動産賃貸料」は、営業外収益

総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第

２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不動産賃貸料」は16,120千円であります。 

 

前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業

外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、

前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「投資事業組合運用損」は5,666千円でありま

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：千円）

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 2,290,557 1,866,664

受取手形及び売掛金 8,711,888 11,371,209

商品及び製品 602,970 781,812

仕掛品 196,592 182,339

原材料及び貯蔵品 41,119 46,673

その他 963,443 1,333,301

貸倒引当金 △7,473 △9,606

流動資産合計 12,799,099 15,572,394

固定資産   

有形固定資産 1,810,417 1,877,417

無形固定資産 83,552 91,930

投資その他の資産   

投資有価証券 1,590,498 1,412,735

その他 717,041 828,491

貸倒引当金 △23,051 △23,364

投資その他の資産合計 2,284,489 2,217,861

固定資産合計 4,178,458 4,187,209

資産合計 16,977,558 19,759,604

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,106,289 8,352,237

短期借入金 1,976,000 2,026,000

1年内返済予定の長期借入金 151,040 184,640

未払法人税等 87,034 226,237

役員賞与引当金 6,507 －

その他 336,808 689,450

流動負債合計 8,663,678 11,478,565

固定負債   

長期借入金 163,320 231,340

退職給付引当金 550,896 530,507

役員退職慰労引当金 305,044 296,794

負ののれん 433 866

その他 87,043 88,972

固定負債合計 1,106,737 1,148,480

負債合計 9,770,416 12,627,046
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 827,900 827,900

資本剰余金 683,986 683,986

利益剰余金 5,454,358 5,488,657

自己株式 △78,824 △78,723

株主資本合計 6,887,419 6,921,819

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,251 5,608

為替換算調整勘定 △54,606 △71,413

評価・換算差額等合計 39,645 △65,804

少数株主持分 280,076 276,543

純資産合計 7,207,142 7,132,558

負債純資産合計 16,977,558 19,759,604
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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：千円）

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 17,407,123 11,198,132

売上原価 14,237,050 9,299,178

売上総利益 3,170,073 1,898,953

販売費及び一般管理費 2,258,392 1,766,345

営業利益 911,680 132,607

営業外収益   

受取利息 2,373 1,639

受取配当金 14,796 10,350

負ののれん償却額 518 433

持分法による投資利益 29,842 17,288

不動産賃貸料 － 16,414

その他 42,726 7,878

営業外収益合計 90,259 54,005

営業外費用   

支払利息 13,010 6,909

為替差損 6,500 12,059

投資事業組合運用損 － 8,880

その他 11,566 592

営業外費用合計 31,077 28,441

経常利益 970,862 158,172

特別利益   

固定資産売却益 － 3,222

投資有価証券売却益 － 1,300

貸倒引当金戻入額 － 1,772

特別利益合計 － 6,296

特別損失   

減損損失 1,406 18,352

固定資産除却損 1,697 2,727

会員権評価損 600 14,240

特別損失合計 3,704 35,320

税金等調整前四半期純利益 967,158 129,147

法人税等 403,651 81,266

少数株主利益又は少数株主損失（△） 31,489 △2,854

四半期純利益 532,016 50,735
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 967,158 129,147

減価償却費 115,394 108,265

負ののれん償却額 △518 △433

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 31,366 6,507

未払役員賞与の増減額（△は減少） △68,873 △55,552

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,940 20,389

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,386 8,249

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,131 △2,446

受取利息及び受取配当金 △17,170 △11,990

支払利息 13,010 6,909

為替差損益（△は益） 9,297 9,769

固定資産除却損 1,697 2,727

減損損失 1,406 18,352

有形固定資産売却損益（△は益） － △3,222

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,300

投資事業組合運用損益（△は益） － 8,880

会員権評価損 600 14,240

持分法による投資損益（△は益） △29,842 △17,288

売上債権の増減額（△は増加） △188,144 2,660,139

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,064 172,060

その他の資産の増減額（△は増加） △587 22,620

仕入債務の増減額（△は減少） △135,637 △2,263,591

未払消費税等の増減額（△は減少） △29,621 △29,274

その他の負債の増減額（△は減少） 13,597 △257,987

小計 567,381 545,171

利息及び配当金の受取額 18,474 12,565

利息の支払額 △12,993 △6,909

法人税等の支払額 △566,139 △220,537

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,723 330,290

投資活動によるキャッシュ・フロー   

信託受益権の取得による支出 △1,618,032 △1,000,635

信託受益権の償還による収入 1,680,309 1,392,601

有形固定資産の取得による支出 △54,797 △68,528

有形固定資産の売却による収入 － 21,000

投資有価証券の取得による支出 △2,013 △1,799

投資有価証券の売却による収入 2,500 4,011

子会社株式の取得による支出 △100,000 －

貸付けによる支出 △39,475 △17,136

貸付金の回収による収入 54,108 47,950

その他の支出 △45,504 △34,158

その他の収入 12,472 1,276

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,433 344,580
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（単位：千円）

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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 27,572,400 19,927,000

短期借入金の返済による支出 △28,417,400 △19,977,000

長期借入金の返済による支出 △134,824 △101,620

リース債務の返済による支出 － △2,079

自己株式の取得による支出 △38,871 △100

配当金の支払額 △297,294 △85,058

少数株主への配当金の支払額 △6,800 △6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,322,790 △245,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,109 △5,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,444,608 423,893

現金及び現金同等物の期首残高 3,498,260 1,866,664

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 46,847 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,100,498 2,290,557
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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：千円） 

高圧液圧応用機器 
精密自動・

計測機器
その他 

 

（商品） （製品） （商品） （商品） （製品）

計 
消去又は

全社 
連結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 10,511,786 1,885,459 570,715 4,171,313 267,848 17,407,123 ― 17,407,123

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

41,870 ― ― ― ― 41,870 (41,870) ―

計 10,553,656 1,885,459 570,715 4,171,313 267,848 17,448,994 (41,870) 17,407,123

営業利益又は営業損失(△) 717,669 406,739 △3,602 225,023 57,251 1,403,080 (491,400) 911,680

（注）１ 事業区分は、商品・製品の別及び商品・製品の種類、性質により区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

高圧液圧応用機器（商品）：（圧力発生機）      高圧油圧ポンプ、プランジャーポンプ、水中ポンプ、

モーノポンプ、渦巻ポンプ等 

（応用機器・システム商品）高圧水洗浄機等 

（付属機器・部品）    オイルシール、回転ノズル、フィルター等 

（関連技術商品）     ピストン弁、バルブ、真空ポンプ、コンプレッサー等 

高圧液圧応用機器（製品）：（応用機器・システム製品）精密水洗浄機等 

（付属機器・部品）    ロータリージョイント、マルチジョイント等 

精密自動・計測機器：    測定機器等 

その他（商品）：      製鋼副資材、潤滑油調整剤、大気汚染防止装置、環境関連機器等 

その他（製品）：      ベアリング再生精密研磨加工、合成樹脂製品等 

 

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：千円） 

高圧液圧応用機器 
精密自動・

計測機器
その他 

 

（商品） （製品） （商品） （商品） （製品）

計 
消去又は

全社 
連結 

売上高         

(1)外部顧客に対する売上高 6,963,643 764,828 239,750 3,039,219 190,690 11,198,132 ― 11,198,132

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 

6,900 ― ― ― ― 6,900 (6,900) ―

計 6,970,543 764,828 239,750 3,039,219 190,690 11,205,032 (6,900) 11,198,132

営業利益 291,201 14,408 1,586 115,614 43,674 466,486 (333,878) 132,607

（注）１ 事業区分は、商品・製品の別及び商品・製品の種類、性質により区分しております。 

２ 各事業区分に属する主要な内容 

高圧液圧応用機器（商品）：（圧力発生機）      高圧油圧ポンプ、プランジャーポンプ、水中ポンプ、

モーノポンプ、渦巻ポンプ等 

（応用機器・システム商品）高圧水洗浄機等 

（付属機器・部品）    オイルシール、回転ノズル、フィルター等 

（関連技術商品）     ピストン弁、バルブ、真空ポンプ、コンプレッサー等 

高圧液圧応用機器（製品）：（応用機器・システム製品）精密水洗浄機等 

（付属機器・部品）    ロータリージョイント、マルチジョイント等 

精密自動・計測機器：    測定機器、インバーター等 

その他（商品）：      製鋼副資材、潤滑油調整剤、大気汚染防止装置、環境関連機器等 

その他（製品）：      ベアリング再生精密研磨加工、合成樹脂製品等 
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【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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 

 

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日本の割合が90％を超えるため、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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

(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。 
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