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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 29,668 △47.6 △1,520 ― △1,374 ― △1,639 ―

21年3月期第2四半期 56,589 ― 1,313 ― 1,779 ― 475 ―

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 △23.02 ―

21年3月期第2四半期 6.53 5.99

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 60,253 24,648 40.0 338.35
21年3月期 63,302 24,507 37.9 337.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  24,089百万円 21年3月期  24,015百万円

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  有  

平成22年３月期（予想）配当金は第２四半期末（中間）は無配、期末は未定であります。（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参
照） 

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 ― 1.00 4.00

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  
 

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 60,900 △32.8 △1,700 ― △1,400 ― △1,800 ― △25.28
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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） 

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお 
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、平成21年5月15日に公表いたしました第２四半期累計期間並びに通期業績予
想を、平成21年11月12日別途公表しております「第２四半期連結累計期間業績予想との差異および通期業績予想修正に関するお知らせ」により変更して
おります。 
２．平成22年３月期（予想）配当につきましては、中間配当は無配で、期末配当は未定とさせていただいております。経営環境の先行きが依然不透明であ
るため、今後の業績動向を勘案した上で、予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

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 74,777,392株 21年3月期  74,777,392株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,578,493株 21年3月期  3,573,092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 71,200,592株 21年3月期第2四半期 72,786,880株
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  当第２四半期（６ヶ月）の経済環境は、昨年後半からの景気の悪化は持ち直しつつあり、企業収益も改善の動

きが見られますが、設備投資は依然低水準にとどまっており、個人消費も弱めの動きとなっております。 

 このような状況のなか当社グループの売上は、国内においては、引き続き得意先の在庫調整により、自動車

用、建設産業機械用、並びに空調用の熱交換器が前年比大幅な減少となりました。自動車用では、乗用系を中心

に回復の動きがみられるものの、建設産業機械用については得意先の在庫調整が続き、回復が遅れております。

海外においては、中国での自動車用の熱交換器の増加はありましたが、北米・欧州での自動車用・建設産業機械

用の減少、アジア・欧州での空調用の減少もあり、大幅な減少となりました。この結果、連結売上高は前期比で

ほぼ半減の大幅なマイナスとなりました。 

 利益面につきましては、親会社単体・海外子会社とも固定費削減等収益改善に努めましたが、売上の大幅な減

少により減益となりました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前第２四半期連結累計期間比 百万円減少し、

百万円（前第２四半期連結累計期間比47.6％減）、営業損益は前第２四半期連結累計期間比 百万円減少し、

百万円、経常損益は前第２四半期連結累計期間比 百万円減少し、 百万円、四半期純損益は前

第２四半期連結累計期間比 百万円減少し、 百万円となりました。 

  

（連結貸借対照表） 

流動資産 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円

減少しました。現金及び預金の減少（ 百万円の減少）と、売上減少に伴う売掛債権の減少（ 百万円の

減少）が主な要因であります。 

固定資産 

 当第２四半期連結会計期間末における固定資産は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円

増加しました。主に時価評価額の回復による投資有価証券の増加（ 百万円の増加）の影響によります。 

流動負債 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円

減少しました。未払金の減少（ 百万円の減少）、新株予約権付社債の発行により借入金の返済を行ったこと

による短期借入金の減少（ 百万円の減少）が主な要因であります。 

固定負債 

 当第２四半期連結会計期間末における固定負債は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円

増加しました。新株予約権付社債の増加（ 百万円の増加）が主な要因であります。 

純資産 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は 百万円となり、対前連結会計年度末比で、 百万円増加

しました。利益剰余金は減少しましたが（ 百万円の減少）、その他有価証券評価差額の増加（ 百万円

の増加）と、為替換算調整勘定の増加（ 百万円の増加）により、微増となりました。 

  

（連結キャッシュフロー計算書） 

  当第２四半期連結会計期間末における現金および現金同等物は、 百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の増加となりました。これは、税引前当期損失はありまし

たが、売上急減により売上債権が 百万円減少、棚卸資産が 百万円減少したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得

百万円によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円となりました。これは、社債の発行による 百万円

の増加はありましたが、返済により短期借入金が 百万円減少したことによるものです。 

  

 平成22年３月期の業績予想におきましては、平成21年５月15日の決算短信において公表いたしました第２四半

期累計期間及び通期の業績予想を、修正いたしました。詳細につきましては、本日（平成21年11月12日）別途公

表しております「第２四半期連結累計期間業績予想との差異および通期業績予想修正に関するお知らせ」をご覧

下さい。 

  

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

26,921 29,668

2,833

△1,520 3,154 △1,374

2,114 △1,639

２．連結財政状態に関する定性的情報

26,703 4,236

2,415 1,779

33,549 1,187

1,350

26,075 6,935

1,873

4,327

9,530 3,746

4,000

24,648 140

1,710 1,193

552

4,627

2,049

1,997 597

△2,498 2,478

△1,138 3,986

4,693

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。 

  

  

  国内子会社・関連会社の法人税の計上については、法定実効税率をベースとして簡便計算をしております。 

その他影響額が重要でないものにつき、簡便な方法を採用しております。 

  

  

  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：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 3,791 6,207

受取手形及び売掛金 15,019 16,799

有価証券 1,287 1,349

商品及び製品 1,158 1,291

仕掛品 423 436

原材料及び貯蔵品 3,328 3,555

その他 1,744 1,346

貸倒引当金 △48 △46

流動資産合計 26,703 30,939

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,175 5,704

機械装置及び運搬具（純額） 9,794 9,458

その他（純額） 7,535 8,517

有形固定資産合計 23,506 23,680

無形固定資産   

その他 408 359

無形固定資産合計 408 359

投資その他の資産   

投資有価証券 8,348 6,997

その他 1,309 1,347

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 9,634 8,321

固定資産合計 33,549 32,362

資産合計 60,253 63,302

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,040 9,408

短期借入金 13,184 17,511

未払法人税等 175 107

賞与引当金 667 666

製品保証引当金 209 174

その他 2,797 5,141

流動負債合計 26,075 33,010

固定負債   

新株予約権付社債 4,000 －

長期借入金 1,783 1,918

退職給付引当金 376 372
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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) 

役員退職慰労引当金 3 8

負ののれん 41 43

その他 3,323 3,440

固定負債合計 9,530 5,783

負債合計 35,605 38,794

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,245 7,245

資本剰余金 6,077 6,077

利益剰余金 13,139 14,850

自己株式 △1,119 △1,118

株主資本合計 25,342 27,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △44 △1,238

繰延ヘッジ損益 △35 △75

為替換算調整勘定 △1,172 △1,725

評価・換算差額等合計 △1,252 △3,039

新株予約権 133 117

少数株主持分 425 375

純資産合計 24,648 24,507

負債純資産合計 60,253 63,302
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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 56,589 29,668

売上原価 51,493 28,365

売上総利益 5,096 1,302

販売費及び一般管理費   

荷造及び発送費 727 390

製品保証引当金繰入額 31 59

給料及び手当 628 541

賞与引当金繰入額 204 95

役員賞与引当金繰入額 21 －

退職給付引当金繰入額 37 55

福利厚生費 487 390

研究開発費 600 456

その他 1,044 832

販売費及び一般管理費合計 3,783 2,822

営業利益又は営業損失（△） 1,313 △1,520

営業外収益   

受取利息 51 39

受取配当金 105 82

持分法による投資利益 283 233

為替差益 142 84

デリバティブ評価益 － 72

その他 183 186

営業外収益合計 765 699

営業外費用   

投資有価証券評価損 33 120

支払利息 231 193

投資有価証券売却損 － 76

匿名組合投資損失 － 136

その他 34 25

営業外費用合計 299 553

経常利益又は経常損失（△） 1,779 △1,374

特別利益   

固定資産売却益 2 73

抱合せ株式消滅差益 2 －

特別利益合計 4 73
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（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) 

特別損失   

固定資産売却損 15 0

固定資産除却損 63 28

投資有価証券評価損 569 －

特別退職金 50 －

その他 － 4

特別損失合計 698 33

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（△）

1,085 △1,333

法人税、住民税及び事業税 258 222

法人税等調整額 312 61

法人税等合計 571 283

少数株主利益 38 21

四半期純利益又は四半期純損失（△） 475 △1,639
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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（△）

1,085 △1,333

減価償却費 2,128 2,155

のれん償却額 32 △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117 △8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 50 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △39 29

受取利息及び受取配当金 △149 △119

支払利息 231 193

為替差損益（△は益） － 20

持分法による投資損益（△は益） △283 △233

有形固定資産除却損 63 28

有形固定資産売却損益（△は益） 13 △73

売上債権の増減額（△は増加） △1,444 1,997

たな卸資産の増減額（△は増加） 60 597

仕入債務の増減額（△は減少） 1,032 △685

有価証券売却損益（△は益） △58 47

有価証券評価損益（△は益） 602 120

その他の流動資産の増減額（△は増加） 200 △417

その他の流動負債の増減額（△は減少） 407 △186

その他 △244 68

小計 3,524 2,198

利息及び配当金の受取額 222 186

利息の支払額 △232 △174

法人税等の支払額 △977 △161

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,535 2,049

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △92 △2,245

有価証券の売却による収入 216 2,197

有形固定資産の取得による支出 △2,118 △2,478

有形固定資産の売却による収入 28 275

投資有価証券の取得による支出 △222 △1,504

投資有価証券の売却による収入 99 1,341

その他 192 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,896 △2,498
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（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) 

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） 4,399 △4,693

長期借入れによる収入 10 65

長期借入金の返済による支出 △113 △173

社債の発行による収入 － 3,986

社債の償還による支出 △4,000 －

少数株主からの払込みによる収入 51 －

自己株式の取得による支出 △7 △1

自己株式の売却による収入 19 －

配当金の支払額 △363 △71

少数株主への配当金の支払額 △2 －

その他 △85 △251

財務活動によるキャッシュ・フロー △91 △1,138

現金及び現金同等物に係る換算差額 △97 134

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 450 △1,453

現金及び現金同等物の期首残高 4,661 6,080

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

14 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,127 4,627
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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） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「各種熱交換器の製造・販売事業」の割合が、

いずれも90％を超えているため、事業の種類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、営業利益の合計額に占める「各種熱交換器の製造・販売事業」の割合が、

いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
本国

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 37,218  7,204  4,572  7,594  56,589  －  56,589

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 2,156  45  101  215  2,518 (2,518)  －

計  39,374  7,249  4,674  7,809  59,108 (2,518)  56,589

営業利益又は営業

損失 
 554  70  △13  709  1,321 (△8)  1,313

  
本国

（百万円） 
北米 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1）外部顧客に対

する売上高 
 18,798  4,058  1,635  5,175  29,668  －  29,668

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 1,214  12  50  46  1,323 (1,323)  －

計  20,012  4,071  1,686  5,222  30,992 (1,323)  29,668

営業利益又は営業

損失 
 △1,625  36  △309  358  △1,539 (19)  △1,520
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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） 

  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,057  5,828  8,106  211  21,204

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  56,589

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 12.5  10.3  14.3  0.4  37.5

  北米 欧州 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,956  1,809  5,218  182  11,168

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － －  29,668

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 13.3  6.1  17.6  0.6  37.6

  （補足資料）                 

   販売の状況（連結）                 

              （単位＝百万円）    

           営業年度 
当第2四半期連結 

累計期間  

前第2四半期連結 

累計期間  
差    引  前連結会計年度  

    (21年4月1日  (20年4月1日      (20年4月1日  

    ～21年9月30日)  ～20年9月30日)     ～21年3月31日)

   用 途 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 金  額 構成比 

                    

   自動車用  15,840 53.4 25,245 44.6 △9,405  △37.3 43,090 47.5

                    

   空調機器用  5,447 18.4 9,360 16.5 △3,912  △ 41.8 12,830 14.2

                    

   建設産業機械用  6,603 22.3 18,606 32.9 △ 12,003  △ 64.5 29,107 32.1

                    

   その他  1,774 6.0 3,377 6.0 △1,602  △ 47.5 5,599 6.2

                    

   合 計  29,668 100.0 56,589 100.0 △26,921  △47.6 90,627 100.0

                    

  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。     

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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