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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 5,588 △14.4 273 45.8 393 75.9 282 76.7
21年3月期第2四半期 6,527 ― 187 ― 223 ― 160 ―

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 16.10 ―

21年3月期第2四半期 9.07 ―

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 26,375 21,682 82.1 1,232.46
21年3月期 26,399 21,357 80.9 1,214.52

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  21,662百万円 21年3月期  21,347百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 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  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

通期 11,500 △25.8 △100 ― 0 △100.0 0 △100.0 0.00
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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） 

(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 

上記の予想につきましては、現時点で入手可能なデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績等は予想数値と異
なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、３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。 

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2四半期 17,657,000株 21年3月期  17,657,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  80,276株 21年3月期  80,276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 17,576,724株 21年3月期第2四半期 17,656,787株
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 当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期）におけるわが国経済は、昨年秋のリーマン・ショック以降、世

界的な金融市場の混乱に伴う経済危機の影響が長期化する中、在庫調整により景気底打ちの兆しは見られるものの、

企業収益の減少を背景に、設備投資の停滞、雇用情勢や所得環境の悪化による個人消費の低迷に加え、政権交代によ

る公共投資の削減、為替・株式市場の先行き不透明感もあり、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しい状況

で推移しました。 

 このような状況下におきまして、当社グループは、さらなる顧客満足度の向上を目指して、今年度からスタートし

た第６次中期経営計画に基づき、受注・売上の確保を喫緊の課題として、国内外で、環境負荷低減技術の顧客への提

案型営業および新たな市場展開に向けた取り組みを推進してまいりました。しかしながら、国内設備投資の回復力が

依然として弱く、また海外向け大型プロジェクトの受注にも至らなかったことから、当第２四半期における受注高は

41億81百万円(前年同期比38.0％減)、売上高は55億88百万円(同14.4％減)、受注残高は86億44百万円(同38.1％減)と

なりました。 

 一方、損益面におきましては、売上原価や固定費の低減努力により、営業利益は２億73百万円(同45.8％増)、経常

利益は３億93百万円(同75.9％増)、四半期純利益は２億82百万円(同76.7％増)となりました。  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  船舶用機器事業は、世界景気の低迷による荷動きの停滞が、新造船気運の大幅低下につながるとともに、受注品の

キャンセルが発生し、受注高は11億41百万円(同50.9％減)、売上高は15億60百万円(同29.4％減)、営業利益は１億30

百万円(同38.1％減)となり、受注残高は38億26百万円(同20.0％減)となりました。 

  陸上用機器事業は、石油精製業界の新規設備投資計画が延期または凍結されたことから、受注高は10億７百万円

(同41.1％減)にとどまりましたが、既受注品の順調な売上計上により、売上高は17億54百万円(同40.4％増)、営業利

益は３億１百万円(前年同期は４百万円の営業損失)となり、受注残高は18億85百万円(前年同期比55.4％減)となりま

した。 

  水処理装置事業は、海外向け海水淡水化プラントの入札延期と半導体・液晶業界等国内設備投資の大幅減少が続い

たことから、海水淡水化プラント、濃縮装置とも受注が振るわず、受注高は13億72百万円(同22.1％減)、売上高は15

億51百万円(同27.9％減)、営業利益は１百万円(前年同期は36百万円の営業損失)となり、受注残高は17億50百万円

(前年同期比54.4％減)となりました。 

  消音冷熱装置事業他は、官公需・民需向けともに国内設備投資回復の兆しもなく、受注高は６億60百万円(同

30.6％減)、売上高は７億22百万円(同21.1％減)、営業損失は１億60百万円(前年同期は17百万円の営業利益)とな

り、受注残高は11億82百万円(前年同期比6.9％増)となりました。 

 当第２四半期末における資産合計は263億75百万円となり、前期末と比べて23百万円減少しました。その主な内訳

は、売掛債権の回収が進んだため、受取手形及び売掛金が15億90百万円減少した一方で、現金及び預金が12億59百万

円、仕掛品が２億29百万円、投資有価証券が72百万円それぞれ増加したことによるものです。 

 負債合計は46億93百万円となり、前期末と比べて３億48百万円減少しました。その主な内訳は、その他流動負債が

４億67百万円減少する一方で、繰延税金負債が１億35百万円増加したことによるものです。 

 純資産合計は216億82百万円となり、前期末と比べて３億24百万円増加しました。その主な内訳は、利益剰余金が

１億３百万円、その他有価証券評価差額金が１億96百万円それぞれ増加したことによるものです。 

 平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年８月11日に公表いたしました予想値から変更しており

ます。詳細につきましては本日（平成21年11月10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。 

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

 ①棚卸資産の評価方法 

  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等を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

 ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 該当事項はありません。   

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）

（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
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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 7,627,009 6,367,241 

受取手形及び売掛金 6,830,500 8,421,403 

有価証券 351,613 201,482 

仕掛品 2,145,055 1,915,698 

原材料及び貯蔵品 796,758 821,846 

前渡金 26,473 3,233 

前払費用 79,037 41,652 

繰延税金資産 240,302 339,794 

その他 134,421 74,556 

貸倒引当金 △7,966 △4,281 

流動資産合計 18,223,206 18,182,627 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,761,683 5,755,113 

減価償却累計額 △3,789,586 △3,716,679 

建物及び構築物（純額） 1,972,096 2,038,433 

機械装置及び運搬具 2,382,261 2,379,817 

減価償却累計額 △1,937,028 △1,886,928 

機械装置及び運搬具（純額） 445,232 492,889 

工具、器具及び備品 993,807 1,006,972 

減価償却累計額 △901,350 △894,525 

工具、器具及び備品（純額） 92,457 112,447 

土地 1,925,334 1,924,183 

リース資産 133,960 131,494 

減価償却累計額 △43,647 △28,724 

リース資産（純額） 90,313 102,769 

建設仮勘定 16,876 － 

有形固定資産合計 4,542,311 4,670,723 

無形固定資産   

リース資産 20,350 23,650 

その他 15,197 16,765 

無形固定資産合計 35,547 40,415 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,289,840 3,217,777 

長期前払費用 16,157 19,620 

繰延税金資産 43,561 41,758 

その他 269,762 283,697 

貸倒引当金 △44,810 △57,210 

投資その他の資産合計 3,574,510 3,505,643 

固定資産合計 8,152,369 8,216,783 

資産合計 26,375,576 26,399,411 
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,168,329 1,151,337 

リース債務 35,926 36,076 

未払費用 89,352 91,267 

未払法人税等 58,392 41,952 

前受金 73,762 102,992 

賞与引当金 275,491 252,614 

役員賞与引当金 2,350 9,800 

工事補償等引当金 254,122 198,429 

受注損失引当金 32,600 15,413 

その他 482,694 950,681 

流動負債合計 2,473,021 2,850,565 

固定負債   

リース債務 75,673 90,362 

繰延税金負債 284,042 148,146 

退職給付引当金 1,630,212 1,685,349 

役員退職慰労引当金 230,516 267,200 

固定負債合計 2,220,444 2,191,059 

負債合計 4,693,466 5,041,624 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,000 2,220,000 

資本剰余金 1,684,835 1,684,835 

利益剰余金 17,336,447 17,233,045 

自己株式 △56,402 △56,402 

株主資本合計 21,184,880 21,081,478 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 493,622 296,865 

為替換算調整勘定 △15,954 △31,077 

評価・換算差額等合計 477,668 265,788 

少数株主持分 19,561 10,519 

純資産合計 21,682,109 21,357,786 

負債純資産合計 26,375,576 26,399,411 
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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 6,527,839 5,588,224 

売上原価 5,154,822 4,124,760 

売上総利益 1,373,016 1,463,463 

販売費及び一般管理費   

運賃 82,886 86,241 

特許権使用料 2,615 18 

販売手数料 75,239 77,220 

広告宣伝費 16,094 5,960 

貸倒引当金繰入額 2,719 3,461 

役員報酬 65,427 56,440 

従業員給料及び手当 285,708 273,224 

賞与引当金繰入額 106,465 86,495 

役員賞与引当金繰入額 3,343 1,550 

福利厚生費 79,770 73,604 

退職給付引当金繰入額 39,965 46,465 

役員退職慰労引当金繰入額 18,990 16,885 

旅費及び交通費 47,822 44,782 

賃借料 34,134 30,751 

工事補償等引当金繰入額 6,615 109,152 

研究開発費 93,779 66,787 

減価償却費 35,279 34,321 

その他 188,576 176,517 

販売費及び一般管理費合計 1,185,434 1,189,881 

営業利益 187,581 273,582 

営業外収益   

受取利息 32,933 22,988 

受取配当金 35,828 32,423 

デリバティブ評価益 － 81,166 

持分法による投資利益 24,807 － 

為替差益 58,481 － 

その他 8,714 12,256 

営業外収益合計 160,766 148,835 

営業外費用   

支払利息 206 300 

持分法による投資損失 － 2,309 

為替差損 － 22,640 

デリバティブ評価損 117,858 － 

たな卸資産処分損 3,700 － 

その他 3,091 4,022 

営業外費用合計 124,856 29,272 

経常利益 223,491 393,145 
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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) 

特別利益   

前期損益修正益 － 21,337 

工事補償等引当金戻入額 － 19,106 

特別利益合計 － 40,443 

特別損失   

固定資産除却損 7,465 2,864 

投資有価証券評価損 3,780 － 

たな卸資産評価損 10,538 － 

特別損失合計 21,784 2,864 

税金等調整前四半期純利益 201,707 430,723 

法人税、住民税及び事業税 34,039 42,404 

法人税等調整額 8,586 97,869 

法人税等合計 42,625 140,273 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,024 7,520 

四半期純利益 160,105 282,929 
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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 201,707 430,723 

減価償却費 164,497 178,377 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,719 △8,938 

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,127 22,877 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,857 △7,450 

工事補償等引当金の増減額(△は減少) △29,980 55,692 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △18,100 17,187 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △78,902 △56,278 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,170 △36,684 

受取利息及び受取配当金 △68,762 △55,411 

支払利息 206 300 

為替差損益（△は益） △3,945 1,083 

持分法による投資損益（△は益） △24,807 2,309 

固定資産除売却損益（△は益） 7,465 2,864 

売上債権の増減額（△は増加） 2,152,409 1,555,321 

たな卸資産の増減額（△は増加） △812,864 △196,866 

仕入債務の増減額（△は減少） △207,639 △8,476 

その他 △181,528 △391,766 

小計 1,119,915 1,504,866 

利息及び配当金の受取額 128,901 77,419 

利息の支払額 △210 △303 

法人税等の支払額 △358,701 △27,107 

営業活動によるキャッシュ・フロー 889,905 1,554,874 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 200,000 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △198,247 △201,348 

投資有価証券の取得による支出 △3,680 △4,189 

その他 △13,265 △136 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,193 △105,675 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △17,289 

自己株式の取得による支出 △86 － 

配当金の支払額 △194,225 △175,767 

少数株主への配当金の支払額 △301 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △194,613 △193,056 

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,753 3,625 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 684,852 1,259,768 

現金及び現金同等物の期首残高 6,080,842 6,367,241 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,765,694 7,627,009 
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 該当事項はありません。 

      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） 

 （注）１ 事業区分の方法 

      事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２ 各事業区分の主な製品 

      船舶用機器事業    船舶用海水淡水化装置、熱交換器、汚水処理装置、油水分離器、LNG船用超低温バ 

                 タフライ弁等。  

      陸上用機器事業    空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール等。 

      水処理装置事業    陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置等。 

      消音冷熱装置事業他  騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、水冷媒放射空調システム、駐車場経営等。 

  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「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。 

  

  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。 

（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〕

  
船舶用 

機器事業 
（千円） 

陸上用 
機器事業 
（千円） 

水処理 
装置事業 
（千円） 

消音冷熱 
装置事業他 
 （千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高              

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 2,211,474  1,249,433  2,150,955  915,976  6,527,839  －  6,527,839

(2）

 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  2,211,474  1,249,433  2,150,955  915,976  6,527,839  －  6,527,839

営業利益又は 

営業損失（△）  
 211,404  △4,570  △36,969  17,716  187,581  －  187,581

  
船舶用 

機器事業 
（千円） 

陸上用 
機器事業 
（千円） 

水処理 
装置事業 
(千円)  

消音冷熱 
装置事業他 
 （千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 1,560,307  1,754,081  1,551,422  722,412  5,588,224  －  5,588,224

(2）

 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －      －  －  －  －  －

計  1,560,307  1,754,081  1,551,422  722,412  5,588,224  －  5,588,224

営業利益又は 

営業損失（△）  
 130,821  301,321  1,499  △160,060  273,582  －  273,582

〔所在地別セグメント情報〕
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      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） 

 （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 各区分の属する主な国又は地域 

     (1) アジア（除く中東）……韓国・中国・インドネシア 

     (2) 中東………………………バーレーン・サウジアラビア・イラン 

     (3) その他の地域……………ギリシャ・ナイジェリア・米国 

    ３ 海外売上高は、当社およ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〕

  
アジア 

（除く中東）  
中東 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 809,020         134,692 14,420 958,132 

Ⅱ 連結売上高（千円）      6,527,839 

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
12.4 2.1 0.2 14.7 

  
アジア 

（除く中東）  
中東 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 481,502    643,815 4,321 1,129,639 

Ⅱ 連結売上高（千円）      5,588,224 

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
8.6 11.5 0.1 20.2 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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