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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 33,639 △39.1 △594 ― △444 ― △1,579 ―
21年3月期第3四半期 55,262 ― 530 ― 798 ― 199 ―

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3四半期 △58.98 ―
21年3月期第3四半期 7.45 ―

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3四半期 26,743 11,039 41.3 412.30
21年3月期 34,148 12,070 35.3 450.67

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  11,039百万円 21年3月期  12,070百万円

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  
（注１）現時点での平成２２年３月期の期末配当予想については未定とさせていただきます。 

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 ― 3.75 ― 3.75 7.50
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  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 52,000 △26.9 △250 ― △100 ― △1,200 ― △44.82



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） 

(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。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。 
２．当社を取り巻く経済環境が不透明ゆえ、当社業績の変動が予想され、現時点における平成２２年３月期の期末配当に関しては未定とさせていただきま
す。配当予想額の開示が可能になった時点で速やかに開示を行うものといたします。 

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3四半期 27,899,592株 21年3月期  27,899,592株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,124,676株 21年3月期  1,116,615株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 26,778,494株 21年3月期第3四半期 26,789,106株



 当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国景気の好調持続に加え、米国経済も持ち直しを見せるな

ど、海外経済が回復してきており、この影響で海外輸出は改善しております。また、世界的な在庫調整の進展や輸出

増加を背景に、生産も持ち直しを見せております。しかしながら、雇用・所得環境の悪化が続く中で、政策効果が一

巡することから、個人消費は減速し住宅投資、公共投資ともに伸びは期待できない状況が続くと思われ、わが国経済

全体としては依然不透明な状況が続くと思われます。  

 このような経済状況のもとで、当グループは「収益力の回復」と「信用力の回復」を経営の最重要課題と位置づ

け、既存商権における不採算事業からの整理・撤退を完了し、前四半期から継続して全グループ横断的な経費削減に

全力を尽くすとともに、各既存事業の収益力の向上に努めてまいりました。しかしながら、減少に歯止めがかかりつ

つあった設備投資も過剰感の強い状況へと移行したことなどから、当第2四半期連結累計期間まで好調に推移・回復

を見せた火力発電所向け制御装置や鉄鋼関連事業が伸び悩むとともに、他の事業分野においても回復の兆しが芳しく

なかったことから、当グループの売上高は前年同期と比べ216億22百万円減少の336億39百万円に留まりました。 

 損益の面におきましては、売上総利益が前年同期と比べ17億65百万円減少の33億46百万円、営業損益は前年同期と

比べ11億25百万円減少の5億94百万円の損失となりました。これに伴い経常損益は前年同期と比べ12億42百万円減少

の4億44百万円の損失となり、当第3四半期連結累計期間の四半期純損益につきましては、特別損失として防衛省に対

する違約損失金8億47百万円などを計上したため、前年同期と比べ17億78百万円減少の15億79百万円の損失となりま

した。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

  

電機・エネルギー関連部門 

 重電関連設備は、製鉄・化学プラント業界に若干の回復の兆しが見られていることに伴い徐々に収益力が回復しつ

つあるものの、前年同期のような力強さまでには至らず売上を落としました。資源開発機器についても収益面で回復

の兆しは見られるものの、前年同期のような大型案件の受注には恵まれず売上を落としました。火力発電所向け制御

装置も緩やかに推移した結果、売上高は前年同期と比べ105億6百万円減少の153億60百万円に留まり、営業損益は前

年同期と比べ1億74百万円減少の45百万円の損失となりました。 

  

電子・航空関連部門 

 航空機関連機器は、民間関連との取引において収益面での改善が見られたものの、防衛省との取引停止の影響を補

完するまでには至らず売上を落としました。また、電子機器も業界に回復の兆しが見え始めているものの未だ力強さ

には欠け売上を落としました。この結果、売上高は前年同期と比べ61億76百万円減少の51億43百万円に留まり、営業

損益は前年同期と比べ2億61百万円減少の3億33百万円の損失となりました。 

  

一般産業関連部門 

 鉄鋼関連では、高級鋼板用鋼材溶削装置が依然、海外での需要が高く売上を伸ばしました。また、プラスチック関

連部門においても中国における自動車部品用および家電用コーティング材需要において在庫調整が漸く終了した関係

で回復の兆しを見せ始めたものの前年同期のような力強さはなく、また他の一般産業も同様に各業界は漸く回復の兆

しを見せながらも収益を改善させるまでには至らず売上を落としました。この結果、売上高は前年同期と比べ49億40

百万円減少の131億35百万円に留まり、営業損益は前年同期と比べ6億76百万円減少の2億12百万円の損失となりまし

た。   

  

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当第3四半期連結会計期間末における総資産につきましては、売上債権の減少などにより、前連結会計年度末に比

べ74億4百万円減少し、267億43百万円となりました。 

 負債につきましては、仕入債務及び違約損失引当金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ63億73百万円減少

し、157億4百万円となりました。純資産につきましては、利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ10

億30百万円減少し、110億39百万円となりました。 

  

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



（キャッシュ・フローの状況）  

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、仕入債務及び違約損失引当金の減少などにより、25億94百万円の支出と

なりました。投資活動によるキャッシュ・フローでは、定期預金の預入による支出がありましたものの、保有してい

た債券の償還などにより、3億97百万円の収入となりました。財務活動によるキャッシュ・フローでは、社債の償還

などにより、2億55百万円の支出となりました。 

 この結果、当グループの当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ24

億42百万円減少し、29億5百万円となりました。 

  

 平成22年3月期通期の業績予想につきましては、平成21年12月17日に公表いたしました通り業績予想の修正を行い

ました。わが国経済は今後も不透明な先行きが予想され、当グループの経営状況も将来を見通すことが困難ではあり

ますものの、現段階においては平成22年3月期通期の業績予想の修正はありません。  

 なお、上記の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されたものであり、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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,136 5,511

受取手形及び売掛金 10,281 15,765

有価証券 148 793

商品及び製品 1,957 1,289

仕掛品 5 5

原材料及び貯蔵品 4 8

前渡金 1,125 1,930

繰延税金資産 8 12

その他 1,341 1,124

貸倒引当金 △28 △34

流動資産合計 17,979 26,407

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 668 896

減価償却累計額 △432 △629

建物及び構築物（純額） 235 266

機械装置及び運搬具 52 58

減価償却累計額 △43 △44

機械装置及び運搬具（純額） 9 13

工具、器具及び備品 557 528

減価償却累計額 △436 △424

工具、器具及び備品（純額） 121 103

土地 152 196

リース資産 20 20

減価償却累計額 △6 △3

リース資産（純額） 13 16

有形固定資産合計 532 596

無形固定資産 194 179

投資その他の資産   

投資有価証券 6,621 5,775

長期貸付金 79 103

繰延税金資産 11 11

その他 1,397 1,148

貸倒引当金 △73 △74

投資その他の資産合計 8,037 6,964

固定資産合計 8,763 7,740

資産合計 26,743 34,148



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 9,339 12,257

短期借入金 1,920 1,920

1年内償還予定の社債 300 300

リース債務 4 4

未払法人税等 21 43

前受金 1,387 1,963

賞与引当金 74 275

違約損失引当金 － 1,375

繰延税金負債 8 21

その他 393 1,526

流動負債合計 13,449 19,688

固定負債   

長期未払金 72 192

社債 1,050 1,200

リース債務 10 14

繰延税金負債 293 19

退職給付引当金 829 963

固定負債合計 2,255 2,389

負債合計 15,704 22,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,030 5,030

資本剰余金 4,630 4,630

利益剰余金 1,884 3,549

自己株式 △341 △340

株主資本合計 11,203 12,870

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 130 △416

繰延ヘッジ損益 9 △62

為替換算調整勘定 △304 △321

評価・換算差額等合計 △164 △800

純資産合計 11,039 12,070

負債純資産合計 26,743 34,148



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 55,262 33,639

売上原価 50,149 30,292

売上総利益 5,112 3,346

販売費及び一般管理費   

役員報酬及び給料手当 1,756 1,553

従業員賞与 332 132

賞与引当金繰入額 138 70

退職給付費用 131 189

減価償却費 113 97

その他 2,109 1,897

販売費及び一般管理費合計 4,582 3,941

営業利益又は営業損失（△） 530 △594

営業外収益   

受取利息 14 13

受取配当金 85 37

受取賃貸料 3 8

受取保険金 0 －

持分法による投資利益 238 140

その他 24 34

営業外収益合計 366 234

営業外費用   

支払利息 20 33

為替差損 72 34

その他 5 16

営業外費用合計 99 84

経常利益又は経常損失（△） 798 △444

特別利益   

固定資産売却益 － 6

投資有価証券売却益 － 232

貸倒引当金戻入額 15 5

ゴルフ会員権売却益 39 27

特別利益合計 55 271

特別損失   

固定資産処分損 0 37

投資有価証券売却損 － 52

投資有価証券評価損 491 130

違約損失金 － 847

ゴルフ会員権売却損 － 1

ゴルフ会員権評価損 － 6

早期退職関連費用 － 296

特別損失合計 492 1,371

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（△）

361 △1,544



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 89 50

法人税等調整額 77 △16

法人税等合計 167 34

少数株主損失（△） △4 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 199 △1,579



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

361 △1,544

減価償却費 113 98

持分法による投資損益（△は益） △238 △140

賞与引当金の増減額（△は減少） △190 △200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14 △134

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △7

違約損失引当金の増減額（△は減少） － △1,375

受取利息及び受取配当金 △99 △50

支払利息 20 33

投資有価証券評価損益（△は益） 491 130

固定資産除売却損益（△は益） 0 31

有価証券売却損益（△は益） － △2

投資有価証券売却損益（△は益） － △179

売上債権の増減額（△は増加） 7,122 5,494

たな卸資産の増減額（△は増加） 230 △658

前渡金の増減額（△は増加） △1,229 806

未収入金の増減額（△は増加） 58 △56

その他の流動資産の増減額（△は増加） 33 △217

仕入債務の増減額（△は減少） △6,565 △2,915

未払金の増減額（△は減少） △49 △1,084

前受金の増減額（△は減少） 759 △572

その他の流動負債の増減額（△は減少） 113 4

その他 △93 △152

小計 837 △2,694

利息及び配当金の受取額 198 197

利息の支払額 △17 △35

法人税等の支払額 △104 △60

営業活動によるキャッシュ・フロー 914 △2,594

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △188 △652

定期預金の払戻による収入 33 380

有価証券の取得による支出 △300 △551

有価証券の売却による収入 300 1,299

投資有価証券の取得による支出 △479 △443

投資有価証券の売却による収入 0 414

固定資産の取得による支出 △35 △144

固定資産の売却による収入 － 66

短期貸付金の増減額（△は増加） △15 18

長期貸付金の増減額（△は増加） △1 28

差入保証金の増減額（△は増加） △3 139

その他 53 △157

投資活動によるキャッシュ・フロー △637 397



（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の償還による支出 － △150

自己株式の取得による支出 △1 △1

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △170 △101

その他 △2 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △173 △255

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 73 △2,442

現金及び現金同等物の期首残高 2,425 5,348

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,498 2,905
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