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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 9,203 △11.8 1,096 △26.2 1,189 △18.2 740 △9.1
21年3月期第3四半期 10,437 ― 1,485 ― 1,455 ― 814 ―

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 34.84 ―
21年3月期第3四半期 38.31 ―

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 16,863 8,824 52.3 414.99
21年3月期 17,155 8,263 48.2 388.60

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  8,824百万円 21年3月期  8,263百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 
（予想）

4.00 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  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 12,300 △12.7 1,430 △21.5 1,480 △18.5 890 △11.9 41.85
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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  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 
業績予想は本資料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ます。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。なお、業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の３～４ページを参照してください。 

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3四半期 21,300,000株 21年3月期 21,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 35,219株 21年3月期 34,434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 21,265,167株 21年3月期第3四半期 21,269,770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

　当社グループを取り巻く事業環境は、新造船にかかる過年度までの豊富な受注残を背景に、舶用機器の需要は、全体としては高

水準で推移いたしました。他方、半導体、情報通信関連分野は、前年度下期以降急速に落ち込んだ需要は底打ちし回復基調にある

ものの、最終製品における価格競争等の影響を免れず、賃貸ビル業においても、オフィス需要の後退に伴い空室率が上昇いたしま

した。また、設備投資及び住宅建設の減少に伴い関連工事や関連資材向けの需要も低調に推移する等、全般に厳しい状況が続きま

した。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は92億３百万円（前年同期比11.8％減）、営業利益は10億９千６百万円（同26.2

％減）、経常利益は11億８千９百万円（同18.2％減）、四半期純利益は、７億４千万円（同9.1％減）といずれも前年同期実績を下

回ることとなりました。

事業分野別の概況は次のとおりであります。

①機械関連事業

　舶用機器においては、国内造船所におけるバルカーなど新造船にかかる過年度までの豊富な受注残を背景に、大型化対応の設備

投資が完了した主力のハッチカバーに加え舶用大型ブロックの出荷が伸長いたしましたが、需要が弱含む自動車運搬船向けカーデ

ッキの落込により売上は前年同期実績を僅かに下回り、受注も減少いたしました。産業機器は、前年度まで堅調であった輸出仕様

の重電関連機器を始め需要は全般に低調で、売上、受注とも減少いたしました。

　設備施工は、設備投資が大幅に減少する中、新規工事、メンテナンス工事いずれも低調で、売上、受注とも減少を余儀なくされ

ました。

　この結果、機械関連事業全体では、売上高は67億４千７百万円（前年同期比11.2％減）、営業利益は10億３千３百万円（同23.4

％減）となりました。

②資源関連事業

　半導体封止材や液晶ガラスなどの原料であるハイシリカ（精製珪石粉等）は、前年度下期以降急速に落ち込んだ半導体関連及び

液晶関連の需要が、いずれも回復基調に転じたものの、最終製品における価格競争等の影響もあり累計では前年同期水準に及ばず、

結晶質石灰石も住宅関連資材向け需要が減少し、また、砂利、砂等の土木建設資材も、前年度上期における鬼怒川事業所の閉鎖等

に伴い、いずれも減収となりました。に伴い、いずれも減収となりました。

　この結果、資源関連事業全体では、売上高は20億７千６百万円（前年同期比11.4％減）となり、営業損失２百万円（前年同期は

営業利益４千万円）の計上を余儀なくされました。

③不動産関連事業

　市況は依然低迷しているものの、前年同期、一部テナントの入れ替わりにより落ち込んだ賃貸ビルの稼働率回復等に伴い、売上

高は１億１千１百万円（前年同期比13.7％増）、営業利益は５千２百万円（同60.5％増）となりました。

④その他の事業

　耐熱塗料の需要が、設備投資の減少等により大幅に落ち込んだことから、売上高は２億６千８百万円（前年同期比31.7％減）、

営業利益は１千６百万円（同75.6％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、168億６千３百万円となり、前連結会計年度末比２億９千１百万円減少いたしました。

これは、現金及び預金が増加する一方、受取手形及び売掛金の減少、減価償却の進捗による有形固定資産の減少等によるものであ

ります。負債合計は80億３千８百万円となり、前連結会計年度末比８億５千２百万円減少いたしました。これは、有利子負債の減

少等によるものであります。純資産合計は88億２千４百万円となり、前連結会計年度末比５億６千万円増加いたしました。これは、

利益剰余金が増加したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は52.3％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況
　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（以下、「資金」という。)は、27億２千７百万円となり、前連結会

計年度末より５億５千８百万円（前連結会計年度比25.7％増）増加いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　 営業活動の結果得られた資金は、16億８百万円となりました。これは主に法人税等の支払額が３億７千６百万円あったもの

 　の、税金等調整前四半期純利益が11億９千９百万円、減価償却費が５億４千１百万円、売上債権の減少が１億９千１百万円あ

 　ったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　 　投資活動の結果使用した資金は、２億５千４百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったこと

   等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　　 財務活動の結果使用した資金は、７億９千４百万円となりました。これは主に借入金の返済であります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月11日に発表いたしました内容を変更しておりません。

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）

　　　　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

　　　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
　　　　該当事項はありません。 　

（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

  　会計処理基準に関する事項の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の適用

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、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３四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、請負金額５千万円以
上かつ工期３ヶ月超の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。
　これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。
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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 3,023,155 2,443,925

受取手形及び売掛金 3,364,884 3,556,156

商品及び製品 146,708 276,543

仕掛品 809,292 766,056

原材料及び貯蔵品 354,210 367,551

その他 447,157 684,188

貸倒引当金 △8,892 △9,183

流動資産合計 8,136,516 8,085,237

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,551,860 2,665,727

機械装置及び運搬具（純額） 1,626,194 1,911,064

土地 2,506,007 2,530,188

その他（純額） 87,309 100,427

有形固定資産合計 6,771,371 7,207,408

無形固定資産 26,676 28,368

投資その他の資産   

投資有価証券 1,355,824 1,352,684

その他 579,020 486,629

貸倒引当金 △5,798 △5,299

投資その他の資産合計 1,929,046 1,834,014

固定資産合計 8,727,095 9,069,790

資産合計 16,863,611 17,155,028
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（単位：千円）

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 1,089,748 1,024,785

短期借入金 3,497,068 3,537,906

未払法人税等 174,310 143,327

賞与引当金 38,257 182,211

役員賞与引当金 19,200 25,600

受注損失引当金 7,185 1,245

工事損失引当金 6,103 －

その他 965,086 1,130,505

流動負債合計 5,796,959 6,045,581

固定負債   

長期借入金 756,511 1,339,685

退職給付引当金 553,554 558,374

役員退職慰労引当金 107,246 101,342

操業停止損失引当金 93,549 113,769

環境安全対策引当金 65,731 65,731

その他 665,394 666,838

固定負債合計 2,241,987 2,845,741

負債合計 8,038,947 8,891,322

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100,000 1,100,000

資本剰余金 811,257 811,257

利益剰余金 6,785,172 6,214,449

自己株式 △8,784 △8,610

株主資本合計 8,687,645 8,117,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116,325 125,173

繰延ヘッジ損益 1,938 770

為替換算調整勘定 18,755 20,665

評価・換算差額等合計 137,019 146,609

純資産合計 8,824,664 8,263,705

負債純資産合計 16,863,611 17,155,028
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 10,437,925 9,203,818

売上原価 7,769,326 6,977,079

売上総利益 2,668,598 2,226,738

販売費及び一般管理費 1,182,921 1,130,291

営業利益 1,485,677 1,096,447

営業外収益   

受取利息 6,637 4,809

受取配当金 27,631 23,864

持分法による投資利益 25,983 121,308

その他 55,989 39,023

営業外収益合計 116,241 189,005

営業外費用   

支払利息 64,794 48,805

休廃止鉱山管理費 40,177 27,714

その他 41,722 19,248

営業外費用合計 146,694 95,768

経常利益 1,455,223 1,189,684

特別利益   

固定資産売却益 36,451 26,783

事業所閉鎖精算益 11,703 －

その他 2,424 －

特別利益合計 50,579 26,783

特別損失   

固定資産処分損 12,111 3,782

減損損失 10,911 13,129

投資有価証券評価損 69,689 －

その他 6,381 －

特別損失合計 99,092 16,911

税金等調整前四半期純利益 1,406,709 1,199,556

法人税、住民税及び事業税 518,041 404,603

法人税等調整額 73,793 54,108

法人税等合計 591,835 458,711

四半期純利益 814,874 740,844
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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 1,406,709 1,199,556

減価償却費 564,797 541,387

減損損失 10,911 13,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,831 △4,820

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,622 5,904

賞与引当金の増減額（△は減少） △107,019 △143,953

操業停止損失引当金の増減額（△は減少） △23,699 △20,220

受取利息及び受取配当金 △34,268 △28,674

支払利息 64,794 48,805

持分法による投資損益（△は益） △25,983 △121,308

投資有価証券評価損益（△は益） 69,689 －

有形固定資産売却損益（△は益） △36,451 △26,783

有形固定資産処分損益（△は益） 12,111 3,782

売上債権の増減額（△は増加） 110,984 191,271

たな卸資産の増減額（△は増加） △680,188 99,939

未収入金の増減額（△は増加） △149,012 82,423

仕入債務の増減額（△は減少） 26,938 102,707

未払金の増減額（△は減少） △34,414 4,205

未払消費税等の増減額（△は減少） △35,514 4,765

未払費用の増減額（△は減少） 78,299 △72,317

前受金の増減額（△は減少） 176,451 △32,826

その他 124,900 74,443

小計 1,538,243 1,921,418

利息及び配当金の受取額 40,988 116,133

利息の支払額 △66,434 △51,815

和解金等の支払額 △6,185 －

法人税等の支払額 △796,092 △376,848

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,519 1,608,887

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △81,573 △1,431

投資有価証券の売却による収入 9,879 －

有形固定資産の取得による支出 △594,796 △275,044

有形固定資産の売却による収入 36,631 39,359

貸付けによる支出 － △200

貸付金の回収による収入 27,475 6,365

その他 △30,970 △23,384

投資活動によるキャッシュ・フロー △633,354 △254,335

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） △37,999 3,360

長期借入金の返済による支出 △688,405 △627,372

自己株式の取得による支出 △1,057 △173

配当金の支払額 △170,160 △170,122

財務活動によるキャッシュ・フロー △897,621 △794,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,129 △2,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △822,585 558,230

現金及び現金同等物の期首残高 2,515,147 2,168,845

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,692,562 2,727,076
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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） セグメント情報

 ［事業の種類別セグメント情報］

　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）
機械関連事業 資源関連事業 不動産関連事業 その他の事業 計 消去又は全社 連    結

　売       上       高 　 　
  （１）外部顧客に対する売上高 7,602,202 2,344,198 98,482 393,042 10,437,925 -          10,437,925
  （２）セグメント間の内部売上高 8,145 275 -          123 8,544 （ 8,544） -          
        又は振替高

計 7,610,347 2,344,473 98,482 393,166 10,446,469 （ 8,544） 10,437,925
営    業    利    益 1,349,353 40,710 32,889 66,108 1,489,061 （ 3,384） 1,485,677

　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）

機械関連事業 資源関連事業 不動産関連事業 その他の事業 計 消去又は全社 連    結

　売       上       高 　 　

  （１）外部顧客に対する売上高 6,747,144 2,076,196 111,955 268,520 9,203,818 -          9,203,818

  （２）セグメント間の内部売上高 352 168 -          308 829 (   829) -          

        又は振替高

計 6,747,497 2,076,365 111,955 268,829 9,204,647 (   829) 9,203,818

営業利益又は営業損失（△） 1,033,452 △ 2,436 52,783 16,122 1,099,921 （ 3,474） 1,096,447

（注）１．事業区分の方法
      事業区分は、当社が内部管理上採用している売上集計区分に、連結子会社の業種との整合性を考慮して、機械関連事業、
    資源関連事業、不動産関連事業、その他の事業に区分しております。

２ 各区分に属する主要な製品等

　　　　　（単位：千円）

　　　　　（単位：千円）

２．各区分に属する主要な製品等

事業区分

舶用機器、空気予熱機ほかの一般産業機械等の設計製作及びプラント関連機器の製作、

機械装置の据付、施工、監理、ライナテックス（高純度天然ゴム）の仕入・加工・販売

結晶質石灰石の採掘・加工・販売、珪砂の仕入・販売、

砂利、砂、砕石の仕入・販売、ハイシリカ（精製珪石粉等）の製造・販売

ビルの賃貸業務

耐熱塗料の製造・販売

３．会計処理方法の変更
　（前第３四半期連結累計期間）
　棚卸資産の評価に関する会計基準
　　「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」の①に記載のとおり、当第１四半期連結会
　計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。
　　これにより、当第3四半期連結累計期間の営業利益が、資源関連事業で28,711千円、その他の事業で746千円それぞれ減少
　しております。

４．追加情報
　（前第３四半期連結累計期間）
　有形固定資産の耐用年数の変更
    当社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より機械装置の耐用年数を変更し
　ております。
　　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、機械関連事業で65,390千円、資源関連事業で23,636千円、不動産
　関連事業で1,285千円、その他の事業で353千円それぞれ減少しております。

 ［所在地別セグメント情報］
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）及び当第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）

　  　 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 ［海外売上高］
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）及び当第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）

       海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６） 株主資本の金額に著しい変動があ た場合の注記

その他の事業

主　　　　要　　　　製　　　　品　　　　等

不動産関連事業

資源関連事業

機械関連事業

（６） 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。
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