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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 16,195 △31.3 899 △64.9 1,003 △62.4 579 △61.9

21年3月期第2四半期 23,563 ― 2,563 ― 2,666 ― 1,520 ―

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 6.50 ―

21年3月期第2四半期 16.68 ―

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 41,034 20,656 50.2 230.78
21年3月期 48,445 20,670 42.5 231.02

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  20,582百万円 21年3月期  20,606百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 8.00 8.00

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 37,000 △31.9 2,300 △55.3 2,350 △55.2 1,470 △47.9 16.48
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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 

平成21年５月15日に発表いたしました連結業績予想につきましては本資料において修正しております。詳細につきましては、本日別途開示の「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
業績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結果
となる可能性があります。 

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 94,830,015株 21年3月期  94,830,015株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,645,921株 21年3月期  5,632,500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 89,188,259株 21年3月期第2四半期 91,200,394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わが国経済は、未曾有の金融危機が峠を越え、輸出と生産の増加によりプ

ラス成長に復帰しましたが、財政出動に支えられている面が大きく、また失業率が過去最高水準に達するなど

雇用・所得環境の悪化が続き、本格的な景気回復には至りませんでした。 

また、世界経済につきましても、各国政府の景気対策により、中国に続いてアジア諸国が回復軌道に乗り、米

国や欧州でも最悪期を脱しましたが、景気対策一巡後の不透明感が払拭できない状況で推移しました。 

当社グループの関連する市場におきましては、鉄鋼業界では昨年秋からの不況により鉄鋼需要が大幅に落ち込

み、上半期の粗鋼生産量は 40 年ぶりの低水準となり、新規投資計画の延期や中止が相次ぎました。また、自

動車・機械関連や電機業界ではエコカー減税やエコポイント制度の効果、さらには中国・インドなど新興国の

需要拡大により生産は回復傾向にあるものの、設備の余剰感は依然として強く、新たな設備投資には波及しま

せんでした。 

このような厳しい経営環境のもと、当社グループは従来以上にきめ細かな営業に徹するとともに、今後成長が

期待できる新しい分野に経営資源を集中して、受注の確保に総力を挙げて取り組みましたが、市況の低迷によ

る投資意欲の減退の影響は大きく、受注高は 19,342 百万円(前年同期比 62.0％)にとどまりました。 

売上面につきましても、鉄鋼向け加熱炉などの受注残案件を納入しましたが、自動車・機械部品関連向け熱処

理設備や電機向け薄型パネル製造装置など短納期案件の大幅な減少により、売上高は 16,195 百万円（前年同

期比 68.7％）となりました。 

利益面につきましては、減収の影響もあり、営業利益 899 百万円(前年同期比 35.1％)、経常利益 1,003 百万

円(前年同期比 37.6％)、四半期純利益 579 百万円(前年同期比 38.1％)を計上いたしました。 

各分野別の概況は次のとおりです。 

（エネルギー分野） 

受注面では、国内銅メーカ向け加熱炉、中国向け油井掘削機用の機械部品熱処理炉、国内電力会社向けガスタ

ービン部品熱処理炉のほか、今後の成長が見込める太陽光発電関連の製造設備などの成約を得ましたが、設備

投資の水準が依然として低位で推移したため、受注高は 16,627 百万円（前年同期比 84.3％）となりました。 

売上面では、国内外の鉄鋼メーカ向け加熱炉や太陽光発電関連のカーボン熱処理炉などを納入しましたが、自

動車･機械関連の設備投資が回復しないこともあり、売上高は 13,967 百万円(前年同期比 82.2％)となりまし

た。 

(情報・通信分野) 

受注面では、台湾メーカからタッチパネル関連の精密塗工装置などの成約を得ましたが、PDP や液晶関連の大

型設備投資がなかったため、受注高は 750 百万円（前年同期比 9.9％）にとどまりました。 

売上面では、年度後半に大型案件の納入が集中することもあり、売上高は 540 百万円(前年同期比 11.0％)と

なりました。 

（環境保全分野） 

受注面では、大気汚染防止法改正に伴う VOC 規制強化への対応期限が来年 3月に迫りつつあるなか、食品包装

や化学メーカなどから大型蓄熱式排ガス処理装置の成約を得ましたが、企業収益の悪化に伴う計画延期なども

あり、受注高は 1,963 百万円(前年同期比 50.5％)にとどまりました。 

売上面では、化学メーカ向け大型蓄熱式排ガス処理装置などの納入が順調に推移し、売上高は 1,687 百万円(前

年同期比 101.8％)となりました。 

 

２ 連結財政状態に関する定性的情報 

 資産合計は、株式相場の回復により投資有価証券が増加しましたが、受取手形及び売掛金の減少などにより、

前連結会計年度末比 7,411 百万円減少の 41,034 百万円となりました。 

 負債合計は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前連結会計年度末比 7,397 百万円減少の 20,378 百万

円となりました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末比 14 百万円減少の 20,656 百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ 7.7 ポイント上昇し、50.2％となりました。 
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３ 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しといたしましては、昨年秋以降の世界的な実体経済悪化に対する主要国の景気刺激策により景気

の底は打ったものの、依然として個人消費や設備投資の足取りは重く、円高も加わり、景気の持続力には不安

が残ると予想され、当社グループを取巻く環境は、予断を許さない厳しい状況が続くものと思われます。 

また、政治面では民主党による政権交代が行われ、わが国経済の先行きに与える影響について不透明な要因に

なる可能性が考えられます。 

このような状況のもと、既存商品分野では、顧客ニーズの変化に対応して技術を進化させ、環境、省エネルギ

ー、品質、価格面での競争力を高めて、受注・売上を着実に確保してまいります。また、次世代の省エネルギ

ー型照明や薄型テレビのパネルとして脚光を浴びている有機 EL 分野、新エネルギーとして今後の成長が大い

に期待できる太陽光発電関連、さらにはハイブリッド車や電気自動車など環境対応車の増加で一躍注目を集め

つつある二次電池市場向けの新商品開発や新規顧客の開拓に全社を挙げて取り組み、中長期的な業績の進展を

図ってまいります。 

当社グループの独創的な熱技術は、時代のキーワードである『環境と資源』と不可分のものであり、政府方針

の『2020 年に 1990 年比 25％の温暖化ガス削減』を好機と捉え、新エネルギーや省エネルギーに関連した革新

的な新技術の研究開発を積極的に行い、経営基盤の一層の強化を目指してまいる所存であります。 

 以上により、通期の連結業績予想につきましては、売上高 37,000 百万円、営業利益 2,300 百万円、経常 

利益 2,350 百万円、当期純利益 1,470 百万円を見込んでおります。 

 

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簡便な会計処理 

・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有形固定資産については、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し

ております。 

・経過勘定項目の算定方法 

一部の項目については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

・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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

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計算しております。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 

・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、請負金額５千万円以上の請負工事については工事進行基

準を、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。これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は 338 百万円、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ 92 百万円増加しております。 
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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 6,574 7,441

受取手形及び売掛金 20,335 27,987

たな卸資産 2,812 2,580

その他 492 589

貸倒引当金 △22 △41

流動資産合計 30,192 38,558

固定資産   

有形固定資産 6,001 5,705

無形固定資産 28 24

投資その他の資産   

投資有価証券 4,380 3,730

その他 468 463

貸倒引当金 △37 △36

投資その他の資産合計 4,811 4,156

固定資産合計 10,841 9,887

資産合計 41,034 48,445

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,190 18,035

短期借入金 3,278 3,340

未払法人税等 506 1,307

引当金 321 328

その他 1,978 3,132

流動負債合計 18,274 26,145

固定負債   

長期借入金 790 674

退職給付引当金 397 286

その他 915 669

固定負債合計 2,103 1,630

負債合計 20,378 27,775
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,176 6,176

資本剰余金 5,808 5,808

利益剰余金 9,393 9,706

自己株式 △1,986 △1,982

株主資本合計 19,392 19,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,134 736

繰延ヘッジ損益 49 173

為替換算調整勘定 5 △12

評価・換算差額等合計 1,190 898

少数株主持分 73 63

純資産合計 20,656 20,670

負債純資産合計 41,034 48,445
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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 23,563 16,195

売上原価 18,756 13,208

売上総利益 4,806 2,987

販売費及び一般管理費 2,242 2,088

営業利益 2,563 899

営業外収益   

受取配当金 76 54

その他 89 92

営業外収益合計 166 147

営業外費用   

支払利息 43 29

持分法による投資損失 － 10

その他 20 4

営業外費用合計 64 43

経常利益 2,666 1,003

特別損失   

投資有価証券評価損 117 －

税金等調整前四半期純利益 2,549 1,003

法人税等 1,023 416

少数株主利益 5 6

四半期純利益 1,520 579
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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 2,549 1,003

減価償却費 216 232

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 85 111

受取利息及び受取配当金 △88 △57

支払利息 43 29

持分法による投資損益（△は益） 4 10

投資有価証券評価損益（△は益） 117 －

売上債権の増減額（△は増加） 520 7,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,761 △216

仕入債務の増減額（△は減少） 1,389 △5,953

その他 635 △1,069

小計 2,691 1,732

利息及び配当金の受取額 88 57

利息の支払額 △44 △29

法人税等の支払額 △1,048 △1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,687 553

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △322 △569

有形固定資産の売却による収入 5 －

無形固定資産の取得による支出 － △8

投資有価証券の取得による支出 △33 △1

その他 △31 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △381 △591

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） △500 △54

長期借入れによる収入 400 300

長期借入金の返済による支出 △200 △195

配当金の支払額 △912 △891

自己株式の取得による支出 △213 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,425 △845

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △121 △867

現金及び現金同等物の期首残高 4,330 7,441

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,209 6,574
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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) 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。

６　その他の情報

受注及び販売の状況

①売上高

（単位：百万円）

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

16,984 72.1 13,967 86.3 △3,017 

4,920 20.9 540 3.3 △4,380 

1,658 7.0 1,687 10.4 29 

23,563 100.0 16,195 100.0 △7,368 

②受注高及び受注残高

（単位：百万円）

金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 金    額

受 エネルギー 19,732 63.2 16,627 86.0 △3,105 

注 情報・通信 7,601 24.4 750 3.9 △6,851 

高 環境保全 3,884 12.4 1,963 10.1 △1,921 

合　　計 31,217 100.0 19,342 100.0 △11,875 

受 エネルギー 36,933 69.8 29,053 78.4 △7,880 

注 情報・通信 11,689 22.1 5,757 15.5 △5,932 

残 環境保全 4,263 8.1 2,243 6.1 △2,020 

高 合　　計 52,887 100.0 37,055 100.0 △15,832 

平成20年4月～平成20年9月 平成21年4月～平成21年9月

平成21年4月～平成21年9月
増減

増減

前第2四半期連結累計期間

前第2四半期連結累計期間

当第2四半期連結累計期間

当第2四半期連結累計期間

平成20年4月～平成20年9月部　門

部　門

エネルギー

環境保全

情報・通信

合　　計
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