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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 22,796 △39.9 1,066 △71.6 1,216 △68.2 687 △67.8

21年3月期第3四半期 37,942 ― 3,750 ― 3,825 ― 2,131 ―

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 7.71 ―

21年3月期第3四半期 23.47 ―

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 40,558 20,925 51.4 234.01
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3四半期  20,848百万円 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 34,500 △36.5 2,300 △55.3 2,350 △55.2 1,470 △47.9 16.49
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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11月12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。当該予想に関する事項につきましては、３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。 
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3四半期 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3四半期  5,738,601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3四半期 89,176,290株 21年3月期第3四半期 90,832,521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３四半期連結累計期間(平成 21 年４月１日～平成 21 年 12 月 31 日)は、エネルギー分野では、国内向け電

子部品焼成炉、インド向け機械部品熱処理炉のほか市場の拡大が見込める太陽光発電関連の製造設備、情報・

通信分野では有機ＥＬ関連の製造設備、また環境保全分野では化学メーカ向け大型蓄熱式排ガス処理装置など

の成約を得ましたが、依然として設備投資の回復が見られず、受注高は 23,596 百万円(前年同期比 59.3％)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韓国向けステンレス製造設備をはじめ化学向けカーボン熱処理

炉、中国向け油井掘削機用の機械部品熱処理炉、台湾向けタッチパネル関連の精密塗工装置、化学・金属メー

カ向け大型蓄熱式排ガス処理装置などを納入しましたが、自動車や電機向けの短納期案件が減少したこともあ

り、売上高は 22,796 百万円(前年同期比 60.1％)となりました。 

この結果、利益面では、減収の影響により、営業利益 1,066 百万円(前年同期比 28.4％)、経常利益 1,216 百

万円(前年同期比 31.8％)、四半期純利益 687 百万円(前年同期比 32.2％)を計上いたしました。 

 

 

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 7,887 百万円減少の 40,558 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 8,142 百万円減少の 19,632 百万円

となりました。 

純資産合計は、その他有価証券評価差額金の増加などにより、前連結会計年度末比 255 百万円増加の 20,925

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 8.9 ポイント上昇し、51.4％となりました。 

 

 

３ 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては、企業の設備投資抑制で想定ほど受注が回復せず、売上高は前回予想に比

べ 25 億円減少の 34,500 百万円となる見込みです。また、利益面では、減収の影響はあるものの、コスト・経

費の削減活動を推し進めることにより、前回予想と同額の、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。 
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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) 

 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 

・棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

・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３四半期連結累計期間の売上高は 283 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 51 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 9,477 7,441

受取手形及び売掛金 16,660 27,987

たな卸資産 2,718 2,580

その他 432 589

貸倒引当金 △18 △41

流動資産合計 29,269 38,558

固定資産   

有形固定資産 6,022 5,705

無形固定資産 25 24

投資その他の資産   

投資有価証券 4,828 3,730

その他 447 463

貸倒引当金 △37 △36

投資その他の資産合計 5,239 4,156

固定資産合計 11,288 9,887

資産合計 40,558 48,445

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,119 18,035

短期借入金 3,275 3,340

未払法人税等 281 1,307

引当金 22 328

その他 3,517 3,132

流動負債合計 17,216 26,145

固定負債   

長期借入金 815 674

退職給付引当金 455 286

その他 1,146 669

固定負債合計 2,416 1,630

負債合計 19,632 27,775
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（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) 

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 9,501 9,706

自己株式 △2,008 △1,982

株主資本合計 19,478 19,708

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,382 736

繰延ヘッジ損益 0 173

為替換算調整勘定 △13 △12

評価・換算差額等合計 1,369 898

少数株主持分 77 63

純資産合計 20,925 20,670

負債純資産合計 40,558 48,445
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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：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 37,942 22,796

売上原価 30,868 18,665

売上総利益 7,073 4,130

販売費及び一般管理費 3,323 3,064

営業利益 3,750 1,066

営業外収益   

受取配当金 130 81

その他 106 131

営業外収益合計 237 213

営業外費用   

支払利息 62 42

持分法による投資損失 － 17

為替差損 69 －

その他 28 3

営業外費用合計 161 63

経常利益 3,825 1,216

特別損失   

投資有価証券評価損 178 33

その他 41 －

特別損失合計 220 33

税金等調整前四半期純利益 3,605 1,182

法人税等 1,463 481

少数株主利益 10 13

四半期純利益 2,131 687
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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 3,605 1,182

減価償却費 338 366

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 △21

退職給付引当金の増減額（△は減少） 133 168

受取利息及び受取配当金 △147 △86

支払利息 62 42

持分法による投資損益（△は益） 14 17

投資有価証券評価損益（△は益） 178 33

会員権評価損 21 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,310 11,325

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,179 △139

仕入債務の増減額（△は減少） 2,745 △7,977

その他 1,918 216

小計 4,365 5,129

利息及び配当金の受取額 146 86

利息の支払額 △61 △42

法人税等の支払額 △1,981 △1,481

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,470 3,691

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 △558 △793

無形固定資産の取得による支出 － △8

有形固定資産の売却による収入 5 －

投資有価証券の取得による支出 △33 △1

その他 △43 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △629 △813

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） 359 △51

長期借入れによる収入 400 420

長期借入金の返済による支出 △292 △292

配当金の支払額 △913 △891

自己株式の取得による支出 △684 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,131 △841

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 696 2,035

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 5,027 9,477
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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

26,933 71.0 18,674 81.9 △8,259 

7,747 20.4 1,150 5.1 △6,597 

3,260 8.6 2,971 13.0 △289 

37,942 100.0 22,796 100.0 △15,146 

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 26,998 67.9 20,108 85.2 △6,890 

注 情報・通信 7,850 19.7 1,203 5.1 △6,647 

高 環境保全 4,931 12.4 2,284 9.7 △2,647 

合　　計 39,780 100.0 23,596 100.0 △16,184 

受 エネルギー 34,982 73.2 27,782 80.1 △7,200 

注 情報・通信 9,110 19.1 5,600 16.2 △3,510 

残 環境保全 3,708 7.7 1,279 3.7 △2,429 

高 合　　計 47,801 100.0 34,662 100.0 △13,139 

部　門

部　門

エネルギー

環境保全

情報・通信

合　　計

平成20年4月～平成20年12月 平成21年4月～平成21年12月

平成21年4月～平成21年12月
増減

増減

前第3四半期連結累計期間

前第3四半期連結累計期間

当第3四半期連結累計期間

当第3四半期連結累計期間

平成20年4月～平成20年12月
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