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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 5,101 0.7 △461 ― △404 ― △278 ―

21年3月期第2四半期 5,065 ― △532 ― △486 ― △276 ―

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 △59.78 ―

21年3月期第2四半期 △59.45 ―

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 25,900 13,186 50.9 2,832.59
21年3月期 27,324 13,365 48.9 2,871.02

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  13,186百万円 21年3月期  13,365百万円

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00

22年3月期 ― 20.00

22年3月期 
（予想）

― 30.00 50.00

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 26,300 31.3 1,490 12.0 1,340 32.4 640 1.7 137.48



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  無  

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.平成21年8月13日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
2.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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
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ください。 

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 4,776,900株 21年3月期 4,776,900株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 121,739株 21年3月期 121,667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 4,655,173株 21年3月期第2四半期 4,655,400株



【参考】 
 
平成 22 年 3月期の個別業績予想（平成 21 年 4月 1日～平成 22 年 3月 31 日） 

（％表示は通期は対前期増減率） 

 
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 

 

通期 

百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 円 銭

25,700 33.0 1,460 18.1 1,320 42.3 630 7.7 135.33

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 当第２四半期連結累計期間の世界経済は、アジアを中心として持ち直しの動きが広がりつつあるものの、金融問題

が長引く欧米などで不透明な状況が続いています。 

 国内経済においては、企業収益の悪化により設備投資が減少していますが、景気対策による公共投資の増加や輸出

の増加などがあり、経済状況は持ち直しつつあります。 

 風水力機械業界においては、厳しい経済環境や円高の影響などから需要が減少している状況が継続しています。 

 このような環境下で、当社グループは積極的な営業活動を展開しましたが、当第２四半期連結累計期間における受

注総額は55億93百万円（前年同期比28.8％減）となりました。売上高については、51億１百万円（同0.7％増）を計

上致しました。また利益面については、営業損失４億61百万円（前年同期は５億32百万円の損失）、経常損失４億４

百万円（前年同期は４億86百万円の損失）、四半期純損失２億78百万円（前年同期は２億76百万円の損失）となりま

した。 

 なお、当社グループの売上高計上は、公共事業物件の割合が高いため連結会計年度末に集中する季節性を有してお

ります。 

  

（１）財政状態に関する状況  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して、14億24百万円減少して259億円となりま

した。これは、有価証券が10億77百万円、仕掛品が34億19百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が57億47百万

円減少したためです。 

 また、負債は前連結会計年度末と比較して、12億45百万円減少して127億14百万円となりました。これは、前受金

が17億８百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が９億21百万円、短期借入金が６億円、未払法人税等が３億36

百万円及び流動負債のその他が10億９百万円減少したためです。 

 純資産は、１億79百万円減少して131億86百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、50.9％（前連結会計年度末48.9％）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より48百万円増加して、30億円となりま

した。 

 当第２四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次の通りです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加19億44百万円の主な要因は、増加要因として、売上債権の減少57億47百万円、前受金の

増加17億８百万円があり、減少要因としては税金等調整前当期純損失４億４百万円、たな卸資産の増加34億14百万

円、仕入債務の減少９億21百万円及び法人税等の支払額３億31百万円があります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少11億77百万円の主な要因は、有形固定資産の取得による支出９億73百万円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の減少７億18百万円の主な要因は、短期借入金の返済による６億円です。  

  

 当連結会計年度の受注予想額は、年度前半の不振を後半で挽回すべく鋭意受注活動に努めておりますが、当初予想

額の242億円が229億円に減少する見込みです。 

 通期の連結業績予想に関しては、売上高は前回予想（平成21年８月13日時点）の公表数値と同じ263億円となる見

込みです。また利益面については、前回予想（平成21年８月13日時点）に対し原価低減が進み、営業利益が14億90百

万円、経常利益が13億40百万円、当期純利益が６億40百万円と改善する見込みです。 

  

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



 該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

   

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

 該当事項はありません。  

  

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15億円以上かつ工期２年以上の工事については工

事進行基準を適用し、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）を適用し、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132,220千円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失は、それぞれ32,246千円減少しております。 

   

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）

（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



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 1,670,984 2,623,141

受取手形及び売掛金 5,357,876 11,105,273

有価証券 1,406,807 328,973

仕掛品 8,349,468 4,929,564

原材料及び貯蔵品 134,016 139,116

その他 1,193,310 640,318

貸倒引当金 △179 △982

流動資産合計 18,112,285 19,765,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,114,860 2,179,100

その他（純額） 1,474,773 1,452,813

有形固定資産合計 3,589,634 3,631,913

無形固定資産 162,469 182,272

投資その他の資産   

投資有価証券 2,490,022 2,035,190

その他（純額） 1,597,489 1,761,202

貸倒引当金 △51,449 △51,449

投資その他の資産合計 4,036,061 3,744,943

固定資産合計 7,788,165 7,559,128

資産合計 25,900,450 27,324,535

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,981,950 5,903,034

短期借入金 － 600,000

未払法人税等 34,419 370,783

前受金 5,089,920 3,381,724

受注損失引当金 227,400 196,079

製品保証引当金 87,277 156,447

役員賞与引当金 28,985 57,320

その他 971,383 1,980,703

流動負債合計 11,421,337 12,646,093

固定負債   

退職給付引当金 1,059,606 1,044,926

役員退職慰労引当金 12,062 10,835

その他 221,208 257,361

固定負債合計 1,292,877 1,313,123

負債合計 12,714,215 13,959,216



（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 810,000 810,000

資本剰余金 111,319 111,319

利益剰余金 12,182,736 12,577,392

自己株式 △202,832 △202,738

株主資本合計 12,901,223 13,295,972

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 213,978 △8,325

繰延ヘッジ損益 70,971 77,600

評価・換算差額等合計 284,949 69,275

少数株主持分 62 69

純資産合計 13,186,235 13,365,318

負債純資産合計 25,900,450 27,324,535



（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 5,065,865 5,101,945

売上原価 4,088,486 3,881,938

売上総利益 977,379 1,220,006

販売費及び一般管理費 1,510,323 1,681,226

営業損失（△） △532,944 △461,220

営業外収益   

受取利息 21,245 13,320

受取配当金 46,794 24,454

受取賃貸料 34,427 34,411

その他 9,829 25,193

営業外収益合計 112,297 97,381

営業外費用   

支払利息 187 234

投資有価証券評価損 46,243 31,013

その他 19,890 9,858

営業外費用合計 66,321 41,106

経常損失（△） △486,969 △404,945

特別利益   

課徴金等引当金戻入益 84,064 －

特別利益合計 84,064 －

税金等調整前四半期純損失（△） △402,905 △404,945

法人税、住民税及び事業税 31,254 4,016

法人税等調整額 △157,404 △130,680

法人税等合計 △126,149 △126,663

少数株主損失（△） △4 △6

四半期純損失（△） △276,750 △278,275



（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損失（△） △402,905 △404,945

減価償却費 200,733 265,028

貸倒引当金の増減額（△は減少） △496 △803

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30,537 14,679

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △420 1,227

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,440 △28,335

受注損失引当金の増減額（△は減少） 18,133 31,321

製品保証引当金の増減額（△は減少） △25,201 △69,170

課徴金等引当金の増減額（△は減少） △84,064 －

受取利息及び受取配当金 △68,040 △37,775

支払利息 187 234

金銭の信託運用損益（△は益） 85 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △1,047 －

固定資産処分損益（△は益） 8,546 951

投資有価証券評価損 46,243 31,013

為替差損益（△は益） △6 4

その他損益（△は益） △188 △0

有形固定資産売却損益（△は益） － △17

売上債権の増減額（△は増加） 5,647,404 5,747,397

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,867,261 △3,414,804

その他資産の増減額（△は増加） △232,719 △410,151

仕入債務の増減額（△は減少） △3,105,681 △921,083

未払消費税等の増減額（△は減少） △135 △8,862

前受金の増減額（△は減少） 1,676,153 1,708,195

その他負債の増減額（△は減少） △351,503 △266,888

小計 1,466,915 2,237,217

利息及び配当金の受取額 66,384 37,894

利息の支払額 － △25

法人税等の支払額 △520,180 △331,036

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,013,118 1,944,050



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

金銭の信託の解約による収入 8,374 －

有形固定資産の取得による支出 △392,612 △973,460

有形固定資産の売却による収入 1,802 －

無形固定資産の取得による支出 △69,292 △4,813

投資有価証券の取得による支出 △289,804 △200,000

投資有価証券の売却による収入 561 －

貸付けによる支出 △360 －

貸付金の回収による収入 1,156 1,156

投資活動によるキャッシュ・フロー △740,174 △1,177,117

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △400,000 △600,000

リース債務の返済による支出 △255 △1,707

自己株式の取得による支出 △456 △93

配当金の支払額 △93,110 △116,380

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △493,823 △718,183

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △220,873 48,745

現金及び現金同等物の期首残高 2,634,104 2,952,115

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,413,231 3,000,860



 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）及び 

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） 

 当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売を専ら事業としており、製品の性質、製造方法、販売市場等

の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。   

  

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）及び 

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） 

 本邦以外の国又は区域に所在する連結子会社及び在外支店はありません。  

  

 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） 

（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。  

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     西アジア  ……  サウジアラビア、アラブ首長国、バーレーン他 

     南アジア  ……  インド 

     ３．海外売上高は、当社及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。 

  

 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．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。  

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     西アジア  ……  サウジアラビア、クウェート、アラブ首長国他 

   ３．海外売上高は、当社及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。 

  

（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〕

〔海外売上高〕

  西アジア 南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,271,803 470,578 510,283 2,252,665 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 5,065,865 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
25.1 9.3 10.1 44.5 

  西アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,086,220 584,691  1,670,911 

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ―  5,101,945 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
21.3 11.5 32.8 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 受注及び販売の状況  

 （注）金額は販売価額によっており、消費税等は含まれていません 

  

  

６．その他の情報

前四半期累計期間 当四半期累計期間 （参考）前期 

期別 （自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 （自 平成20年４月１日 

     至 平成20年９月30日）    至 平成21年９月30日）    至 平成21年３月31日） 

製品 
金額（千円） 

構成比 
金額（千円）

構成比 
金額（千円） 

構成比 

  （％） （％） （％） 

連 

結 

受 

注 

高 

ポンプ  5,144,419  65.5  4,085,055  73.0  14,253,063  65.1

送風機  1,610,515  20.5  865,361  15.5  4,850,902  22.1

バルブ  98,010  1.2  179,648  3.2  370,769  1.7

その他  1,003,785  12.8  463,925  8.3  2,427,827  11.1

計  7,856,732  100.0  5,593,990  100.0  21,902,562  100.0

連 

結 

売 

上 

高 

ポンプ  3,266,903  64.5  3,605,920  70.7  13,487,505  67.3

送風機  1,391,912  27.5  1,176,723  23.1  4,611,240  23.0

バルブ  29,640  0.6  78,935  1.5  178,649  0.9

その他  377,407  7.4  240,366  4.7  1,752,027  8.8

計  5,065,865  100.0  5,101,945  100.0  20,029,422  100.0

連 

結 

受 

注 

残 

高 

ポンプ  18,917,150  77.3  18,284,327  76.0  17,805,192  75.6

送風機  4,197,602  17.1  3,907,299  16.3  4,218,661  17.9

バルブ  90,650  0.4  315,113  1.3  214,400  0.9

その他  1,263,249  5.2  1,536,230  6.4  1,312,671  5.6

計  24,468,651  100.0  24,042,969  100.0  23,550,924  100.0
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