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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 17,610 △20.2 △619 ― △569 ― △433 ―
21年3月期第2四半期 22,055 ― 351 ― 365 ― 164 ―

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 △5.08 ―
21年3月期第2四半期 1.93 ―

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 46,092 19,256 41.4 223.75
21年3月期 49,672 19,737 39.3 229.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  19,072百万円 21年3月期  19,543百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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   

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 42,400 △6.9 570 △62.6 420 △70.5 160 △66.3 1.88



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、５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、５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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 85,382,196株 21年3月期  85,382,196株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  146,228株 21年3月期  142,337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 85,237,823株 21年3月期第2四半期 85,251,601株



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、中国の景気回復基調が鮮明となる中でアジ

アを中心に景気の底入れ感が広がっており、自動車等の輸送用機器を中心に輸出や生産には回復

の兆しが見られることから景気の持ち直しが期待されておりますが、国内企業の収益は依然とし

て大幅な減収が続いており、設備投資抑制等の厳しい経済状況は今なお継続しております。 

このような状況の下、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、船舶港湾機器事業

は昨秋以降の世界的な海運不況により商船市場と海外市場における落ち込みが激しく、受注、売

上ともに低調に推移し、油空圧機器事業も設備投資抑制が未だ継続していることから受注、売上

ともに低調に推移しました。また、流体機器事業では受注は前年同期を若干下回り、売上は低調

に推移しております。一方、防衛・通信機器事業では、海上交通機器市場が好調なこと等により

受注、売上ともに堅調に推移しております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は前年同期比 20.2％減の 17,610 百万円、

営業損失は 619 百万円、経常損失は 569 百万円、四半期純損失は 433 百万円となりました。 

 

各事業の概況は次のとおりであります。 

［船舶港湾機器事業］ 

当事業の商船市場では、世界的な海上荷動きの停滞により海運各社の業績は急落しており、昨

年まで高水準を維持していた在来船向けの換装需要が大きく減少した結果、受注、売上ともに前

年同期を大幅に下回りました。 

内航船市場では、長期低迷が続く等依然として厳しい状況にあるものの、レーダーや電子海図

情報表示装置の拡販に努めた結果、受注、売上ともに前年同期を上回りました。 

海外市場では、韓国、中国の造船所において海運会社から新造船のキャンセルや納期繰り下げ

要請が大幅に増加しており、受注、売上ともに前年同期を大幅に下回りました。 

船舶関連商品の保守用部品の販売は、船舶の解体や係船が増加したこと等により、部品販売や

機器の定期整備が減少し、受注、売上ともに前年同期を下回りました。 

この結果、当事業全体として、売上高は 5,241 百万円と前年同期比 1,329 百万円（20.2％）の

減少、営業利益は 316 百万円と前年同期比 366 百万円（53.7％）の減少となりました。 

 

［油空圧機器事業］ 

当事業のプラスチック加工機械市場、工作機械・産業機械市場、建設機械市場では、世界的な

景況悪化の影響を受けて国内市場では設備投資の抑制が未だ続いており、底打ち感はあるものの

依然として需要は低迷しており、受注、売上ともに前年同期を大幅に下回りました。 

海外市場では、一部に回復基調は現れ始めているものの、円高の影響により価格競争力が低下

しており、受注、売上ともに前年同期を下回りました。 

油圧応用装置は、受注は大型工作機械や製鉄市場向け油圧装置が落ち込み前年同期を大幅に下

回りましたが、売上は船舶のバルクキャリア船向けハッチカバー開閉油圧装置が好調に推移した

結果、前年同期を上回りました。 

この結果、当事業全体として、売上高は 3,612 百万円と前年同期比 3,225 百万円（47.2％）の

減少、営業損失は 445 百万円（前年同期営業利益 495 百万円）となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



［流体機器事業］ 

当事業の官需市場では、中小都市への拡販と農業用水における水管理システムの更新需要に対

する拡販に注力して参りましたが、上期に売上を計画していた物件の発注時期が下期に遅延した

こと等により受注、売上とも前年同期を下回りました。 

民需市場は、回復基調にはあるものの、未だ昨秋以降の大きな需要落ち込みから脱したとはい

えず、受注については水力発電所の管理強化に伴う水位計・流量計の需要増により前年同期を上

回ったものの、売上については船舶接岸速度計の更新計画の一部が延期されたこと等により、前

年同期を下回りました。 

また、海外市場では、主力である韓国の水市場向け機器が円高・ウォン安の影響を受け、受注

は前年同期を下回りましたが、売上は前年同期並となりました。 

この結果、当事業全体として、売上高は 536 百万円と前年同期比 64 百万円（10.6％）の減少、

営業損失は 223 百万円（前年同期営業損失 259 百万円）となりました。 

 

［防衛・通信機器事業］  

当事業の防衛市場は、従来の「抑止効果重視」から「対処能力重視」へと転換が進められてい

ることに加え、予算面では財政再建による予算抑制により縮小傾向にあります。このような状況

の中、支援戦闘機（Ｆ－２）の量産受注終了や艦艇用慣性航法装置用部品の数量減等が影響し、

受注は前年同期を下回りましたが、輸送機、哨戒ヘリコプター及び艦艇用搭載機器の数量増等が

貢献し売上は前年同期を上回りました。 

海上交通機器市場では、レーダー及びＶＴＳ関連装置等が堅調に推移し、受注、売上ともに前

年同期を上回りました。 

通信機器市場では、衛星搭載用デバイスの生産受託が好調に推移しましたが、国内外での高速

無線アクセス（ＢＷＡ）用のインフラ整備が未だ進展しないことから、受注、売上ともに前年同

期を下回りました。 

この結果、当事業全体として、売上高は 6,516 百万円と前年同期比 613 百万円（10.4％）の増

加、営業損失は 193 百万円（前年同期営業損失 587 百万円）となりました。 

 

［その他の事業］  

検品機器は、印刷業界全般における設備投資抑制の影響を受け、受注、売上ともに前年同期を

下回りました。 

防災機器は、立体駐車場向け消火設備設置工事が少なかったこと等が影響し受注は前年同期を

下回りましたが、売上は前年度の受注が好調であったことにより、前年同期を上回りました。 

道路関連機器及びトンネル関連機器は、縦断測定装置等の計測器及び地方自治体向け地震計用

センサーが好調であり、受注、売上ともに前年同期を上回りました。 

鉄道機器は、検測役務が好調に推移したものの探傷車等の機器販売が低調であったため、受注、

売上ともに前年同期を下回りました。 

情報システムの開発業務及び受託計算業務は、景況悪化による企業のＩＴ投資抑制が影響し受

注、売上ともに前年同期を下回りました。 

この結果、当事業全体として、売上高は 1,706 百万円と前年同期比 440 百万円（20.5％）の減

少、営業損失は 74 百万円（前年同期営業利益 20 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 

当第２四半期末の流動資産は、前期末に比べて3,216百万円減少し34,381百万円となりました。

これは、現金及び預金、並びに受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。また、固定

資産は前期末に比べて 364 百万円減少し、11,711 百万円となりました。これは、主に有形固定資

産の減価償却に伴う減少によるものです。この結果、資産合計は、前期末の資産合計 49,672 百万

円から 3,579 百万円減少し、46,092 百万円となりました。 

流動負債は、前期末に比べて 2,520 百万円減少し 18,056 百万円となりました。これは支払手形

及び買掛金、並びに短期借入金が減少したことによるものです。固定負債は、前期末に比べて 579

百万円減少し、8,780 百万円となりました。これは、主に長期借入金が減少したことによるもの

です。この結果、負債合計は前期末の負債合計 29,935 百万円から 3,099 百万円減少し、26,836

百万円となりました。 

純資産合計は、前期末の純資産合計 19,737 百万円から 481 百万円減少し､19,256 百万円となり

ました。これは主に配当金の支払い及び四半期純損失による利益剰余金の減少並びにその他有価

証券評価差額金が増加したことによるものです。この結果、自己資本比率は前期末 39.3%から 2.1

ポイント増加し、41.4％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 10,501 百万円と前年同

期比 4,171 百万円（65.9％）増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

とおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果獲得した資金は 2,060 百万円と前年同期比 751 百万円（57.4％）増加しました。

その主な要因は、税金等調整前四半期純損失 661 百万円、減価償却費 545 百万円、売上債権の減

少 2,738 百万円及び仕入債務の減少 826 百万円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 231 百万円と前年同期比 227 百万円（49.7％）減少しました。

これは主に、固定資産の取得による支出 271 百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は 2,163 百万円（前年同期は 595 百万円の獲得）でした。その主

な要因は、短期借入金の純減少 1,100 百万円、長期借入金の返済による支出 801 百万円及び配当

金の支払 256 百万円によるものです。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年３月期の連結業績予想については、平成 21 年５月 11 日に公表しました業績予想から

の変更はありません。 

 

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． 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法において前年度の決算において算定した貸倒実績率を

使用しております。 

 

 

 

 



２． 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算

すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用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 

１． 工事契約に関する会計基準の適用 

工事契約に係る収益の計上基準については「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）を第１四半期連結会計期間より適用し、

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 



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 10,506 10,717 

受取手形及び売掛金 11,423 14,156 

商品及び製品 1,323 1,328 

仕掛品 5,236 5,133 

原材料及び貯蔵品 4,643 4,766 

その他 1,294 1,554 

貸倒引当金 △44 △58 

流動資産合計 34,381 37,596 

固定資産   

有形固定資産 6,552 6,990 

無形固定資産   

のれん 77 102 

その他 42 27 

無形固定資産合計 119 129 

投資その他の資産   

その他 5,259 5,175 

貸倒引当金 △219 △219 

投資その他の資産合計 5,040 4,956 

固定資産合計 11,711 12,075 

資産合計 46,092 49,672 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,592 5,415 

短期借入金 10,973 12,237 

未払法人税等 71 167 

賞与引当金 864 874 

その他 1,556 1,884 

流動負債合計 18,056 20,576 

固定負債   

長期借入金 3,443 4,079 

退職給付引当金 5,070 5,015 

引当金 237 250 

その他 31 15 

固定負債合計 8,780 9,359 

負債合計 26,836 29,935 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,218 7,218 

資本剰余金 14 14 

利益剰余金 11,679 12,368 

自己株式 △27 △26 

株主資本合計 18,883 19,572 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 283 93 

為替換算調整勘定 △94 △122 

評価・換算差額等合計 189 △29 

少数株主持分 184 194 

純資産合計 19,256 19,737 

負債純資産合計 46,092 49,672 



（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 22,055 17,610 

売上原価 16,742 13,788 

売上総利益 5,313 3,823 

販売費及び一般管理費 4,962 4,442 

営業利益又は営業損失（△） 351 △619 

営業外収益   

受取利息 15 9 

受取配当金 36 25 

生命保険配当金 38 38 

持分法による投資利益 － 15 

助成金収入 － 42 

その他 47 48 

営業外収益合計 136 178 

営業外費用   

支払利息 80 88 

持分法による投資損失 10 － 

為替差損 － 27 

その他 33 12 

営業外費用合計 122 128 

経常利益又は経常損失（△） 365 △569 

特別利益   

固定資産売却益 0 － 

貸倒引当金戻入額 3 6 

保険解約返戻金 24 － 

特別利益合計 27 6 

特別損失   

固定資産除売却損 6 5 

投資有価証券評価損 48 93 

特別損失合計 54 98 

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（△）

338 △661 

法人税等 173 △221 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △7 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 164 △433 



（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（△） 338 △661 

減価償却費 554 545 

のれん償却額 20 24 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △13 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △73 55 

賞与引当金の増減額（△は減少） 40 △9 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △72 △13 

受取利息及び受取配当金 △51 △35 

支払利息 80 88 

持分法による投資損益（△は益） 10 △15 

投資有価証券評価損益（△は益） 48 93 

固定資産売却損益（△は益） △0 － 

固定資産除売却損益（△は益） 6 5 

売上債権の増減額（△は増加） 3,253 2,738 

たな卸資産の増減額（△は増加） △932 27 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,181 △826 

その他の資産の増減額（△は増加） △53 171 

その他の負債の増減額（△は減少） △156 △131 

その他 13 11 

小計 1,838 2,052 

利息及び配当金の受取額 51 36 

利息の支払額 △93 △102 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △487 73 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,309 2,060 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △5 △3 

固定資産の取得による支出 △420 △271 

固定資産の売却による収入 1 － 

貸付けによる支出 － △7 

貸付金の回収による収入 55 13 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △85 － 

その他 △4 37 

投資活動によるキャッシュ・フロー △458 △231 

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） 2,516 △1,100 

長期借入れによる収入 750 － 

長期借入金の返済による支出 △2,239 △801 

リース債務の返済による支出 － △2 

自己株式の取得による支出 △2 △1 

配当金の支払額 △426 △256 

少数株主への配当金の支払額 △3 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー 595 △2,163 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,441 △331 

現金及び現金同等物の期首残高 4,889 10,832 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,330 10,501 



（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） 
 船舶港湾 油 空 圧    流 体    防衛・通信 その他の 消 去    

 機器事業 機器事業 機器事業 機器事業     事 業    
計 

又は全社
連結 

売上高  
(1)外部顧客に対する売上高  6,570 6,837 599 5,903  2,146 22,055 - 22,055
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高  42 51 1  20 728 841 (841) - 

計 6,611 6,888 600 5,923 2,874 22,896 (841) 22,055

営業利益又は損失（△） 682 495 △259  △587  20  351 (  -  )  351

 

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） 
 船舶港湾 油 空 圧    流 体    防衛・通信 その他の 消 去    

 機器事業 機器事業 機器事業 機器事業     事 業    
計 

又は全社
連結 

売上高  
(1)外部顧客に対する売上高  5,241 3,612 536 6,516   1,706  17,610 -  17,610
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高  62 23 - 54 601 740 (740) - 

計 5,303 3,636 536 6,569 2,307  18,351 (740)  17,610

営業利益又は損失（△） 316 △445 △223  △193  △74  △619 (  -  )  △619

 

【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については、全セグメントの売上高の合計に占

める本国の割合が 90％を超えているため、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） 
 

アジア 欧州 米州 その他 合計 

  

Ⅰ 海外売上高 3,201 505   493   14  4,213 

  

Ⅱ 連結売上高 22,055 

Ⅲ 連結売上高に占める  

海外売上高の割合（％） 14.5 2.3 2.2 0.1  19.1 

 

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） 
 

アジア 欧州 米州 その他 合計 

  

Ⅰ 海外売上高   2,094 224   379 236  2,932 

  

Ⅱ 連結売上高  17,610 

Ⅲ 連結売上高に占める  

海外売上高の割合（％） 11.9 1.3 2.2 1.3  16.7 

 

（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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