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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 78,019 7.8 5,662 18.7 6,022 44.7 3,239 136.9
21年3月期 72,395 △0.2 4,771 △30.9 4,161 △34.7 1,367 △62.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 47.49 ― 7.8 6.1 7.3
21年3月期 21.46 ― 3.6 4.8 6.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  261百万円 21年3月期  144百万円

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 115,130 47,517 40.5 587.66
21年3月期 83,687 36,721 43.3 578.72

（参考） 自己資本   22年3月期  46,593百万円 21年3月期  36,242百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 11,674 △25,208 15,005 11,298
21年3月期 4,409 △3,921 △885 9,830

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 758 55.9 2.0
22年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 851 25.3 2.1
23年3月期 

（予想）
― 6.00 ― 6.00 12.00 23.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

42,200 25.6 2,300 21.7 2,300 3.1 1,500 58.6 18.92

通期 88,000 12.8 6,300 11.3 6,300 4.6 4,100 26.6 51.71
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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）  有  

（注）詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 2社 （社名
LEWA Beteiligungs GmbH、LEWA Gm
bH

） 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 80,286,464株 21年3月期 72,611,464株
② 期末自己株式数 22年3月期  999,384株 21年3月期  9,986,018株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 57,979 △8.1 2,536 △30.7 3,374 1.1 1,666 206.6
21年3月期 63,066 2.5 3,659 △36.5 3,338 △40.4 543 △83.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 24.43 ―
21年3月期 8.53 ―

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 95,437 42,437 44.5 535.24
21年3月期 77,241 33,900 43.9 541.32

（参考） 自己資本 22年3月期  42,437百万円 21年3月期  33,900百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、７ページ「１．経営成績（次期の見通し）」をご覧ください。 
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

 

１．経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

〔 当期の経営成績の概況 〕 

  当社グループの事業環境は、前半は世界同時不況の影響が残り工業部門の顧客業界で設備投資

の抑制・延期が相次ぎました。後半には、一部の顧客業界で設備投資の回復の兆しが見え始めま

したが、依然として国内を中心に不透明な景気状況が続いています。 

 

  このような中、工業部門の回復が依然として遅れているものの、往復動ポンプのトップメーカ

ーである LEWA グループの買収やクライオジェニックポンプなどの大口受注も寄与し、また医

療部門は新型人工透析装置の寄与などもあり引き続き好調でした。事業拡大に対処するため、昨

年 11 月に公募増資等により自己資本の増強を行うとともに、業務の効率化を進め経費の節減に

努めました。 

 

  その結果、当期の受注高は 74,770 百万円（対前期比 10.6％増）、売上高は 78,019 百万円（同

7.8%増）とほぼ計画どおりに推移し、利益面では、営業利益が 5,662 百万円（同 18.7％増）、経

常利益は 6,022 百万円（同 44.7％増）、当期純利益は 3,239 百万円（同 136.9％増）となり、そ

れぞれ当初の予測値を大きく上回ることができ、増収増益となりました。 

  なお、上記の実績には、LEWA グループの買収以後の業績を合算し、買収に伴う諸費用やの

れんの償却費などを計上しています。 

 

  当社グループは、中長期的な方針のもと、事業のグローバル化、戦略的な事業展開、生産性の

向上、開発強化などに取り組んでいます。当期も LEWA グループを買収し、また、研究開発の

拠点として株式会社日機装技術研究所を設立し、さらに、ベトナム・ハノイに航空機用部品専用

の生産拠点（Nikkiso Vietnam, Inc.）を竣工、ヨーロッパにおける透析装置の製造と販売の子会

社統合による医療機器事業の強化などを実施しました。 

  

  今後も、当社グループを取り巻く環境は厳しいものと予測していますが、LEWA グループと

の連携やシナジー効果の発揮、ベトナム・ハノイの航空機用部品生産拠点の本格稼働、海外での

原子力発電所向け製品の製造・販売へ向けた基盤づくり、大きな需要の増加が見込める中国での

透析装置の製造及びメンテナンスを目的とした合弁事業の推進など、当社グループの各事業の強

みを発揮し、発展させる可能性が大きく広がっていると認識し、成長に向け、経営基盤を強化し

ていきます。 
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〔 事業の種類別セグメントの状況 〕 

≪工業部門≫ 

  工業部門は、その取扱製品により、ポンプ事業本部、ISOL 事業本部、航空宇宙事業本部の３

事業本部に区分しています。なお、本年 4 月、顧客ニーズに一層的確に対応するため、ポンプ事

業本部と ISOL 事業本部をインダストリアル事業本部として統合・再編しました。 

 

＜ポンプ事業本部＞ 

  ポンプ事業本部は、無漏洩ポンプ（ノンシールポンプ）、高精度定量注入ポンプ（LEWA グル

ープ製品群・ミルフローポンプ）、高速遠心ポンプ（サンダインポンプ）、液化ガスに使用される

極低温用ポンプ（クライオジェニックポンプ）などを中心とする製品の製造・販売・メンテナン

スを行っています。 

 

  当期は、前半、世界同時不況の影響を受けて設備投資の延期や中止が相次ぐなど大変厳しい状

況でした。後半は、国内では景気先行きの不透明感から設備投資に慎重な姿勢が続く一方、エネ

ルギー関連業界で商談活発化の兆しが見え始め、また、海外では中東向けのクライオジェニック

ポンプの大口受注などがあり、投資の回復傾向が窺えるようになりました。このような中、昨年

8 月、往復動ポンプのトップメーカーで当社とは製品群、技術及び販路において強い補完関係に

ある LEWA グループを買収し世界市場へ向けた事業展開を積極的に進めました。 

当期のポンプ事業本部の受注高は 22,225 百万円（対前期比 34.4％増）、売上高は 25,948 百万

円（同 19.8％増）となりました。 

 

  ポンプ事業の受注は回復傾向にありますが、これに伴う売上の増加にはまだ時間を要すると認

識しています。このような中、LEWA グループとの事業展開を着実に実施していくとともに、

ISOL 事業との協調体制を促進し顧客のニーズに的確に対応していきます。 

 

＜ISOL 事業本部＞ 

  ISOL 事業本部は、火力・原子力発電所を中心とする各種産業向け水質調整装置及びこれらの

装置に自動化機能などを組み合わせたシステム製品、温水ラミネータ等の電子部品製造装置、及

び粉粒体の粒度分布測定装置などの製造・販売・メンテナンスを行っています。 

 

  当期は、電力各社が設備投資に慎重な姿勢を見せる中、水質調整装置の既存設備の改善提案を

積極的に行い拡販に努めました。世界同時不況の影響を受けた電子部品製造装置の関連業界や粉

粒体測定装置の関連業界では年度後半から回復基調になって、海外向けの大型ラミネータの受注

や粒度分布測定装置の欧米での売上が順調な様相を見せ始めています。 

  当期の ISOL 事業本部の受注高は 7,443 百万円（対前期比 14.5％減）、売上高は 7,288 百万円

（同 18.3%減）となりました。 
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  今後は、国内の原子力発電所向けの水質調整装置の製造販売を着実に実行するとともに、建設

計画が旺盛な海外の原子力発電所向けの水質調整装置の拡販にも努力し、また、温水ラミネータ、

粒度分布測定装置の需要に対してきめ細かい営業を展開していきます。 

 

＜航空宇宙事業本部＞ 

  航空宇宙事業本部は、炭素繊維強化複合材製品の製造及び販売を行っており、主力製品は航空

機の逆噴射装置に用いられる部品（カスケード及びブロッカードア）です。 

 

  当期は、世界同時不況の影響により、既存の機種向けカスケードは、客先からの減産要請や納

期の延期が繰り返えされスペア品を含めて需要の低迷が続きました。また、新機種向けの製品開

発をスケジュールどおり実施しましたが、量産までには至りませんでした。さらに、円高の持続

による影響もあり、受注・売上とも前半を中心に減少しました。一方、新たに受注したボーイン

グ社製民間航空機 B777 用ブロッカードアは、ほぼスケジュールどおり昨年 6 月から量産品の生

産・出荷を開始しています。 

 

  当期の航空宇宙事業本部の受注高は 3,994 百万円（対前期比 9.3％減）、売上高は 3,996 百万円

（同 9.4％減）となりました。 

 

  今後は、円高による影響の軽減、製造コストの低減などを実現するため、本年 1 月に竣工した

ベトナム・ハノイの航空機部品専用拠点の本格的な稼働に向け準備を加速するとともに、新規製

品の受注を促進していきます。 

 

≪医療部門≫ 

  医療部門は、メディカル事業本部のみで構成されております。 

 

＜メディカル事業本部＞ 

  メディカル事業本部は、人工透析装置、ダイアライザー、血液回路、粉末型透析用剤などの血

液透析関連製品や医薬品、人工膵臓装置などの医療機器の製造・販売及びメンテナンスを行って

います。 

 

  当期は、国内では、透析業務の効率化・省力化に貢献する機能を追加した新型の人工透析装置

が売上増加に寄与しました。ダイアライザー、血液回路及び粉末型透析用剤等の透析関連消耗品

についても売上を伸ばしました。一方、海外では、円高による影響を受けつつも、南米や中国向

けの人工透析装置の販売台数の増加により売上が順調に伸びています。 

  当期のメディカル事業本部の受注高、売上高はともに増加し、受注高は 41,107 百万円（対前

期比 8.3％増）、売上高は 40,786 百万円（同 9.1％増）となりました。 
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  今後は、国内では市場のニーズを取り込んだ人工透析装置の投入、サービスと一体となった販

売体制の促進、製品開発の期間短縮を確実に実施するとともに、海外では、中国での人工透析装

置の製造及びメンテナンスの合弁会社の体制を早急に整え、ヨーロッパにおける医療機器事業の

管理体制、研究開発力、販売力の強化及び生産効率の向上を目指します。 

 

〔 所在地別セグメントの状況 〕 

＜日本＞ 

  国内は、医療部門で透析業務の効率化・省力化に貢献する機能を追加した人工透析装置が売上

増に寄与しましたが、工業部門の顧客業界で世界同時不況の影響から設備投資の抑制・延期が相

次いだことから売上が伸び悩み、また円高の影響もあり、売上高は 62,068 百万円（対前期比 6.8％

減）、営業利益は 6,045 百万円（同 13.4％減）となりました。 

 

＜アジア＞ 

  アジア地域は、流体技術関係・医療機器関係の各子会社の売上が好調に推移し、医療機器関係

の製造子会社では円高により増益となりました。これに、LEWA グループのアジア地区子会社

の業績が寄与し、売上高は 10,282 百万円（対前期比 44.5％増）、営業利益は 1,408 百万円（同

226.6％増）となりました。 

 

＜北アメリカ＞ 

  北アメリカ地域は、流体技術関係・粉体技術関係の各子会社とも、世界同時不況の影響から業

績は低調でしたが、LEWA グループの北アメリカ地区子会社の業績が寄与し、売上高は 4,311

百万円（対前期比 20.0％増）、営業利益は 481 百万円（同 64.8％増）となりました。 

 

＜ヨーロッパ＞ 

  ヨーロッパ地域は、医療機器関係の製造と販売の子会社統合を行い同事業の強化を図った結果

増収・増益となり、LEWA グループ本社とヨーロッパ地区子会社の業績が寄与し、売上高は

12,486 百万円（対前期比 113.6％増）営業利益は 472 百万円（前期は営業損失 479 百万円）と

なりました。 

 

 

〔 研究開発の状況 〕 

 当社グループは、「いのち」と「環境」の分野で独創的な技術を駆使して、明日の新製品、新

技術のための研究、開発を積極的に行っています。 

  「いのち」に関する分野では、長年培った透析関連の技術を活かし、潰瘍性大腸炎等の各種免

疫疾患治療への貢献を目指した血液浄化療法製品の臨床治験をドイツで開始するとともに、研究

開発を重ねてきた内科・外科治療分野向けの次世代人工膵臓の製造販売認証を取得いたしました。 
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「環境」に関する分野では、環境保全に有効な無漏洩ポンプの監視機能向上や、クリーンエネ

ルギーとして注目される地熱発電所向け製品の開発に取り組んでいます。また、軽量化により民

間航空機のジェットエンジン燃料の削減に貢献する、炭素繊維複合材製品の新しい用途開発にも

積極的に取り組んでいます。 

当期には、当社グループのモノづくりを支える研究開発の拠点として「株式会社日機装技術研

究所」を設立し、中長期にわたる製品、技術の開発、未来に繋がる基礎技術の研究、生産技術の

刷新などを通じて、更なる技術革新に取り組んでいます。 

 

〔 次期の見通し 〕 

  工業部門では、一部の顧客業界で商談が活発化するなど明るい兆しが見え始めてきましたが、

上半期は景気動向の不透明感から厳しい環境が続き、景気回復の業績への好影響は下半期に入っ

てからと予想しています。一方、医療部門では、診療報酬の改定による影響が予想される中、オ

ンライン HDF 治療対応の装置の販売増などにより増収を図る所存です。 

  以上により、次期業績は、受注高 92,000 百万円（対当期実績比 23.0％増）、売上高は 88,000

百万円（同 12.8％増）を予想しております。 

 

≪工業部門≫ 

＜インダストリアル事業本部＞ 

  販売については、クライオジェニックポンプの商談が国内外で活発化し、世界的に原子力発電

所の建設に向け活発に動き出すなど、エネルギー関連業界では明るい兆しが見え始めております

が、景気の先行きには不透明感が依然として残り、特に国内の主要顧客において設備投資に慎重

な姿勢が続いています。従って、上半期は引き続き厳しい環境が続き、景気回復を実感できるの

は下半期に入ってからと予想しております。 

  このような中、LEWA グループとの事業展開を着実に実施し、また、ポンプ事業・ISOL 事業

の協調体制を促進し顧客のニーズに的確に対応していきます。 

  次期業績は、LEWA グループの年間を通じた業績が加わることもあり、当期の業績を上回る

見込みです。 

＜航空宇宙事業本部＞ 

  主力製品のカスケードは、ボーイング社製次世代民間航空機 B787 が、初飛行の成功の後、一

気に開発スピードを上げており、また、輸送機を中心に需要が見込まれる新開発機 B747-8 も下

半期に量産が見込まれます。これらの新型機用カスケードを中心に当期より売上増加が見込まれ

ます。 

  一方、前期から出荷を開始したブロッカードアは、Nikkiso Vietnam, Inc.での生産が下半期か

ら本格化する見込みです。 

  次期業績は、依然として円高が持続する厳しい環境の中、当期の業績を上回る見込みです。 
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≪医療部門≫ 

＜メディカル事業本部＞ 

  国内では、診療報酬の改定の影響から、厳しい環境が予想されますが、オンライン HDF 治療

対応の装置が認可されたことによる当該装置の販売増、透析液清浄化に関連する製品の販売増が

見込まれます。消耗品については、診療報酬改定の影響はあるものの、着実な増加を見込んでお

ります。 

  一方、海外においては、米国バクスター社やニプロ社との供給販売契約が徐々にではあります

が実を結びつつあります。今後は、中国において経済発展に伴う人工透析の潜在的な患者の顕在

化による市場拡大から、装置製造・メンテナンスの合弁事業が寄与することが見込まれます。 

  次期業績は、受注・売上とも当期を上回る見込みです。 

 

 

（２） 財政状態に関する分析 

 （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） 

 当期末の資産合計は 115,130 百万円となり、前期末に比べて 31,443 百万円増加しています。

昨年 8 月に取得した LEWA グループの資産・負債などを連結対象として合算したことが増加の

主因で、同取得に伴うのれんを 25,679 百万円計上しました。 

 当期末の負債合計は 67,613 百万円となり、前期末に比べて 20,647 百万円増加しています。

LEWA グループ買収資金の一部を銀行借入で対応し、長期借入金の増加が主因です。 

 当期末の純資産合計は 47,517 百万円となり、前期末に比べて 10,795 百万円増加しています。

昨年 11 月に公募増資と自己株式の処分による株式売出の資本調達を行ったことが主因です。 

 

 当期の営業活動によるキャッシュ・フローは 11,674 百万円（対前期比 7,264 百万円収入増）

となりました。たな卸資産の減少や法人税等還付などによる収入が主な要因です。 

 当期の投資活動によるキャッシュ・フローは△25,208 百万円（対前期比 21,286 百万円支出増）

となりました。LEWA グループ取得による支出が主な要因です。 

 当期の財務活動によるキャッシュ・フローは 15,005 百万円（対前期比 15,890 百万円収入増）

となりました。LEWA グループ買収資金に充てた長期借入金による収入、並びに公募増資と自

己株式の処分による株式売出しによる資本調達による収入が主な要因です。 

  これらの結果、現金及び現金同等物は、前期末に比べて 1,467 百万円増加し、当期末残高は

11,298 百万円となりました。 
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キャッシュ・フロー関連指標の推移は次のとおりです。 

 平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

平成 22 年 

３月期 

自己資本比率（％） 59.0 48.5 43.5 43.3 40.5 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
98.0 71.4 42.5 42.1 47.1 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率 
2.2 23.7 3.6 3.4 2.0 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ 
26.0 3.7 7.3 7.5 14.2 

  （注）自己資本比率＝自己資本／総資産 

    時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額／総資産 

    キャッシュ・フロー対有利子負債比率＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

 ※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーを使用しています。 

 

（３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、業績、経営環境等を総合的に勘案した利益還元を行っていくことを基本方針とし、か

つ安定的な配当にも留意しています。また、将来の長期的な事業展開に備え、財務体質を一層強

化するため、内部留保の充実にも努めています。 

 この方針に基づき、当期の期末配当金は、1 株あたり６円とする予定です。この結果、年間配

当金は 1 株あたり 12 円となります。また、次期の配当については、1 株あたり 12 円の年間配当

を予定しています。 

 

（４）事業等のリスク 

  当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクとして、

下記のとおり認識しております。 

① 製品市場変動 

ａ）工業部門のうちインダストリアル事業本部の主要な顧客は、石油化学業界、IT 関連業界

と電力業界などです。この業界における需要の縮小や競争の激化が、当社グループの業績と

財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

ｂ）工業部門のうち航空宇宙事業本部の顧客は、大部分が航空機業界であり、同時多発テロな

どは航空機の需要に大きな影響を及ぼしました。今後同様な事態が発生した場合に、当社グ

ループの業績と財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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② 医療保険行政 

 当社グループの売上のウェイトの高い医療部門は、人工透析関連の市場を主要な販売先と

しており、医療保険行政の規制を受けています。したがって、医療部門製品の市場と価格は、

直接・間接にその影響を受けます。今後の行政の動向により、市場の縮小や価格下落となっ

た場合には、当社グループの業績と財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 為替変動 

 当社グループには、海外子会社の資産・負債をはじめとして外貨建の売上、仕入、資産、

負債があり、連結財務諸表作成のために円換算しています。主な通貨は米ドルとユーロで

あり、これらの通貨の為替変動が当社グループの業績と財務状態に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 当社グループは一般的に外貨建売上が外貨建仕入を上回り、また外貨建資産が外貨建負

債を上回るため、これらの通貨に対する円高が当社グループの業績と財務状態に悪影響を

及ぼす可能性があります。 

 

④ 海外生産 

 当社グループでは、医療部門の主力製品のひとつである血液回路の大部分をベトナムと

タイの子会社で生産し、ドイツの子会社で人工透析装置などを生産しています。また、工

業部門の製品の一部は、アメリカ、ドイツ、中国、台湾、ベトナムなどで生産しています。

したがって、これらの国における法律・規制の変更、政治・経済要因の変動などにより、

子会社の正常な会社運営、生産活動が影響を受けることにより、当社グループの業績と財

務状態に悪影響を及ぼす可能性がります。 

   

⑤ 海外子会社の業績 

 当社グループは、平成 21 年 8 月 13 日にドイツの LEWA  Management GmbH への出

資持分 100％を取得し、同社及び同子会社（以下「LEWA グループ」が当社の関係会社に

なりました。この LEWA グループの買収は、同グループが製品群、技術及び販路におい

て当社と強い補完関係にあることから、当社グループのインダストリアル事業を強化し、

将来の成長性を高めるものと考えておりますが、買収に伴うのれんの計上額に比して買収

の成果が著しく低調に推移する場合、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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２．企業集団の状況

製造・販売 販売・メンテナンスサービス

日機装エイコー㈱ 日機装東北医工㈱

メンテナンスサービス メンテナンスサービス

日機装リューキテクノ㈱ 日機装Ｍ．Ｅ．Ｓ．㈱

海外製造・販売 海外製造・販売

Nikkiso Pumps Europe GmbH M.E.Nikkiso Co.,Ltd.

Nikkiso Cryo,Inc. Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd.

上海日機装ﾉﾝｼｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ有限公司 Nikkiso Europe GmbH

Nikkiso Pumps America,Inc.

Nikkiso Pumps Korea Ltd. 海外販売・メンテナンスサービス

LEWAグループ 台湾日機装股份有限公司

LEWA Management GmbH 上海日機装貿易有限公司

LEWA Beteiligungs GmbH Nikkiso Medical Korea Co.,Ltd.

LEWA GmbH 他18社

海外販売・メンテナンスサービス

製造・販売 Nikkiso Medical(Thailand)Co.,Ltd.

サンダイン日機装㈱

日機装商事㈱

海外製造・販売

Nikkiso-KSB GmbH

　当社を含む企業集団は、日機装株式会社（当社）及び連結子会社43社、持分法適用関連会社8社の合計51社で構成しています。
　当連結会計年度から、新たに設立した日機装（上海）投資管理咨詢有限公司を連結の範囲に含めております。また、LEWA
Management GmbHを新たに取得したことにより、LEWA Management GmbH及び同社の子会社20社を連結の範囲に含め、同社の関連会社２
社を持分法適用関連会社としております。また、従来持分法を適用しない非連結子会社であった日機装メディカルサポート株式会社
は商号を株式会社日機装技術研究所に変更し連結の範囲に含めております。
　また、当連結会計年度において、Nikkiso Medical GmbHとNikkiso Medical Systems GmbHが合併し、Nikkiso Europe GmbHとなった
ことにより、連結子会社が１社減少しております。

  当社を含む企業集団の事業の系統図は次のとおりです。

得　意　先

当　社＜ポンプ事業本部＞ ＜メディカル事業本部＞

工
　
業
　
部

医
　
療
　
部

メンテナンスサービス及び工事

日機装テクニカ㈱

海外製造・販売

台湾日機装股份有限公司

Microtrac,Inc.

製造・販売

日機装サーモ㈱

Nikkiso Vietnam,Inc.

連結子会社

持分法適用関連会社

製品・商品・サービスの流れ

門 門

＜ＩＳＯＬ事業本部＞

＜航空宇宙事業本部＞

上記の他、非連結子会社(持分法非適用)では、㈱日新メンテナンス、㈱メディポート及びPump Alliance Pte. Ltd. 、関連会社(持分法非
適用)では、順雄企業股份有限公司があります。

＜共通部門＞

地上の星投資事業有限責任組合

創光科学株式会社

Nikkiso America,Inc.

日機装（上海）投資管理咨詢有限公司

株式会社日機装技術研究所
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、「いのち」と「環境」に関連する分野において、独創的な技術を活かし、市

場のニーズに合った特長ある製品とサービスの継続的な提供を通じて世界に貢献することを、経

営の基本方針としています。この方針の実現を開発、生産、販売、管理等すべての過程で目指し

ています。 

  また、企業の社会的責任を自覚し、透明性の高い経営に努め、広く株主、お客様、お取引先、

従業員からの信頼を高め、その期待に応えていきます。 

 

（２）目標とする経営指標 

  ROA、ROE の向上に意を用い、財務内容のバランスをとりながら、業容と収益の持続的な拡

大を図ることを目標としています。 

  また、安定的な収益力の指標として営業利益、経常利益を重視します。同時に、特定の指標に

過度に依存することなく、収益性、効率性、成長性、安定性等の面で全体としてバランスのとれ

た姿を目指します。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

  当社グループは、持続的に、戦略的事業展開、開発強化、グローバル化、生産性向上等に取り

組んでいます。今後も、中期的な展望のもと、次の成長に向けて、着実な回復と向上に全力を尽

くすとともに、戦略的な展開を推進するため、事業環境と収益構造の変化に対応した経営資源の

最適な配分を行い、中長期的視点に立った日機装グループの体質強化を目指していきます。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

  業績の着実な回復と向上のため、的確に諸施策を講じていくとともに、次の成長に向け、業容

拡大にふさわしい制度・仕組みを構築していく必要があります。そのため、次の諸課題に積極的

に取り組み、最適な姿への変革を目指します。 

 ・インダストリアル事業の再編定着 

 ・マーケティング機能の強化 

 ・グローバル化への対応 

 ・組織力の強化 

 ・財務体質の強化 

 ・人材の育成 
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４.【連結財務諸表】 
（１）【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,248 11,672

受取手形及び売掛金 25,274 27,801

商品及び製品 4,770 4,059

仕掛品 3,038 3,247

原材料及び貯蔵品 6,388 6,553

繰延税金資産 1,036 1,235

未収還付法人税等 1,073 －

その他 1,253 1,583

貸倒引当金 △393 △555

流動資産合計 52,689 55,598

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※３, ※４  10,146 ※３, ※４  10,844

機械装置及び運搬具（純額） ※３, ※４  3,359 ※３, ※４  3,366

土地 ※３, ※４  3,635 ※３, ※４  4,264

リース資産（純額） 212 170

建設仮勘定 170 398

その他 ※４  1,511 ※４  1,632

有形固定資産合計 ※１  19,035 ※１  20,677

無形固定資産   

のれん 688 25,585

特許権 99 333

電話加入権 43 42

リース資産 141 95

その他 753 1,636

無形固定資産合計 1,727 27,693

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２  7,818 ※２  8,800

長期貸付金 20 17

繰延税金資産 377 317

破産更生債権等 22 25

前払年金費用 1,035 1,071

その他 978 953

貸倒引当金 △17 △25

投資その他の資産合計 10,234 11,161

固定資産合計 30,997 59,532

資産合計 83,687 115,130

日機装（株） (6376) 平成22年３月期決算短信

13



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,145 11,279

短期借入金 ※３  6,579 ※３  7,823

1年内返済予定の長期借入金 2,091 3,570

リース債務 129 113

未払金 1,789 1,609

未払消費税等 90 296

未払法人税等 258 1,261

未払費用 589 1,650

賞与引当金 1,492 1,383

役員賞与引当金 60 62

設備関係支払手形 18 1

その他 1,412 1,785

流動負債合計 24,657 30,838

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 15,080 ※３  28,777

リース債務 229 158

繰延税金負債 718 1,162

退職給付引当金 215 471

役員退職慰労引当金 51 38

長期預り保証金 12 12

その他 － 153

固定負債合計 22,308 36,775

負債合計 46,965 67,613

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,094 6,544

資本剰余金 10,265 10,700

利益剰余金 29,471 30,508

自己株式 △8,274 △825

株主資本合計 37,557 46,927

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98 832

為替換算調整勘定 △1,412 △1,166

評価・換算差額等合計 △1,314 △333

少数株主持分 479 923

純資産合計 36,721 47,517

負債純資産合計 83,687 115,130
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（２）【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 72,395 78,019

売上原価 ※２  51,301 ※２  53,771

売上総利益 21,093 24,248

販売費及び一般管理費 ※１, ※２  16,322 ※１, ※２  18,585

営業利益 4,771 5,662

営業外収益   

受取利息 54 46

受取配当金 195 166

持分法による投資利益 144 261

受取賃貸料 153 157

為替差益 － 134

生命保険配当金 92 111

その他 450 418

営業外収益合計 1,089 1,296

営業外費用   

支払利息 592 820

為替差損 672 －

その他 433 115

営業外費用合計 1,698 936

経常利益 4,161 6,022

特別利益   

固定資産売却益 ※３  16 ※３  11

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 16 11

特別損失   

固定資産除却損 ※４  144 ※４  102

固定資産売却損 ※５  5 ※５  7

たな卸資産評価損 69 －

投資有価証券評価損 1,604 －

ゴルフ会員権評価損 27 －

事業買収関連費用 － 842

製品保証費用 － 55

特別損失合計 1,851 1,007

税金等調整前当期純利益 2,326 5,026

法人税、住民税及び事業税 484 1,501

法人税等調整額 420 128

法人税等合計 905 1,629

少数株主利益 54 157

当期純利益 1,367 3,239
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（３）【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,094 6,094

当期変動額   

新株の発行 － 449

当期変動額合計 － 449

当期末残高 6,094 6,544

資本剰余金   

前期末残高 10,272 10,265

当期変動額   

新株の発行 － 449

自己株式の処分 △6 △14

当期変動額合計 △6 434

当期末残高 10,265 10,700

利益剰余金   

前期末残高 29,083 29,471

当期変動額   

剰余金の配当 △770 △751

当期純利益 1,367 3,239

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △146 －

持分法の適用範囲の変動 △62 －

自己株式の処分 － △1,451

当期変動額合計 388 1,036

当期末残高 29,471 30,508

自己株式   

前期末残高 △7,158 △8,274

当期変動額   

自己株式の取得 △1,134 △11

自己株式の処分 18 7,459

当期変動額合計 △1,116 7,448

当期末残高 △8,274 △825

株主資本合計   

前期末残高 38,292 37,557

当期変動額   

新株の発行 － 898

剰余金の配当 △770 △751

当期純利益 1,367 3,239

自己株式の取得 △1,134 △11

自己株式の処分 11 5,994

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △146 －

持分法の適用範囲の変動 △62 －

当期変動額合計 △734 9,370

当期末残高 37,557 46,927
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 844 98

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △746 734

当期変動額合計 △746 734

当期末残高 98 832

為替換算調整勘定   

前期末残高 552 △1,412

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,965 246

当期変動額合計 △1,965 246

当期末残高 △1,412 △1,166

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,397 △1,314

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,711 981

当期変動額合計 △2,711 981

当期末残高 △1,314 △333

少数株主持分   

前期末残高 591 479

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △112 444

当期変動額合計 △112 444

当期末残高 479 923

純資産合計   

前期末残高 40,280 36,721

当期変動額   

新株の発行 － 898

剰余金の配当 △770 △751

当期純利益 1,367 3,239

自己株式の取得 △1,134 △11

自己株式の処分 11 5,994

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △146 －

持分法の適用範囲の変動 △62 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,824 1,425

当期変動額合計 △3,559 10,795

当期末残高 36,721 47,517
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（４）【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,326 5,026

減価償却費 3,173 2,982

のれん償却額 235 816

有形固定資産除却損 144 102

有形固定資産売却損益（△は益） △11 △3

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 1,604 －

ゴルフ会員権評価損 27 －

持分法による投資損益（△は益） △144 △261

貸倒引当金の増減額（△は減少） 263 87

前払年金費用の増減額（△は増加） △265 △33

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17 11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △139 △12

賞与引当金の増減額（△は減少） △319 △109

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 1

受取利息及び受取配当金 △249 △212

支払利息 592 820

為替差損益（△は益） △100 5

売上債権の増減額（△は増加） 1,891 423

たな卸資産の増減額（△は増加） △617 2,416

仕入債務の増減額（△は減少） 332 △177

未払消費税等の増減額（△は減少） 173 208

その他 △1,188 △458

小計 7,732 11,633

利息及び配当金の受取額 271 514

利息の支払額 △636 △806

法人税等の支払額 △2,958 △797

法人税等の還付額 － 1,130

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,409 11,674
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △241 △319

定期預金の払戻による収入 133 377

有形固定資産の取得による支出 △3,016 △2,467

有形固定資産の売却による収入 109 47

その他の無形固定資産の取得による支出 － △216

投資有価証券の取得による支出 △937 △0

投資有価証券の売却及び償還による収入 15 0

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却によ
る収入

2 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ ※２  △22,573

短期貸付けによる支出 △9 △73

短期貸付金の回収による収入 24 16

長期貸付けによる支出 △3 △1

長期貸付金の回収による収入 3 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,921 △25,208

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 18,680 26,414

短期借入金の返済による支出 △18,796 △25,233

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △128 △133

長期借入れによる収入 3,059 29,260

長期借入金の返済による支出 △1,807 △21,420

株式の発行による収入 － 898

自己株式の取得による支出 △1,122 △8

自己株式の売却による収入 － ※３  5,991

配当金の支払額 △770 △751

少数株主への配当金の支払額 － △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △885 15,005

現金及び現金同等物に係る換算差額 △338 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △735 1,455

現金及び現金同等物の期首残高 10,565 9,830

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 12

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  9,830 ※１  11,298
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 （５）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 （６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社            21社 

日機装東北医工株式会社 

日機装リューキテクノ株式会社 

日機装M.E.S.株式会社 

日機装テクニカ株式会社 

日機装エイコー株式会社 

日機装商事株式会社 

Nikkiso Pumps Europe GmbH 

Nikkiso Medical GmbH 

Nikkiso Cryo,Inc. 

上海日機装ノンシールポンプ有限公司 

上海日機装医療器械貿易有限公司 

台湾日機装股份有限公司 

M.E.Nikkiso Co.,Ltd. 

Microtrac,Inc. 

Nikkiso Pumps Korea Ltd. 

Nikkiso Pumps America,Inc. 

Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd. 

Nikkiso America,Inc. 

Nikkiso Medical Systems GmbH 

Nikkiso Medical Korea Co.,Ltd.  

Nikkiso Vietnam,Inc. 

なお、Nikkiso Vietnam,Inc.については当連結会

計年度において新たに設立したことにより、当連

結会計年度から連結の範囲に含めております。 

(1) 連結子会社            43社 

主要な連結子会社の名称 

日機装東北医工株式会社 

日機装リューキテクノ株式会社 

日機装M.E.S.株式会社 

日機装テクニカ株式会社 

日機装エイコー株式会社 

日機装商事株式会社 

Nikkiso Pumps Europe GmbH 

Nikkiso Europe GmbH 

Nikkiso Cryo,Inc. 

上海日機装ノンシールポンプ有限公司 

上海日機装貿易有限公司 

台湾日機装股份有限公司 

M.E.Nikkiso Co.,Ltd. 

Microtrac,Inc. 

Nikkiso Pumps Korea Ltd. 

Nikkiso Pumps America,Inc. 

Nikkiso Vietnam MFG Co.,Ltd. 

Nikkiso America,Inc. 

Nikkiso Medical Korea Co.,Ltd.  

Nikkiso Vietnam,Inc. 

日機装（上海）投資管理咨詢有限公司 

LEWA Management GmbH 

LEWA Beteiligungs GmbH 

LEWA GmbH 

株式会社日機装技術研究所 

当連結会計年度から、新たに設立した日機装（上

海）投資管理咨詢有限公司を連結の範囲に含めて

おります。また、LEWA Management GmbHを新たに

取得したことにより、LEWA Management GmbH及び

同社の子会社20社を連結の範囲に含めておりま

す。また、従来持分法を適用しない非連結子会社

であった日機装メディカルサポート株式会社は商

号を株式会社日機装技術研究所に変更し連結の範

囲に含めております。 

 また、当連結会計年度において、Nikkiso 

Medical GmbHとNikkiso Medical Systems GmbHが

合併し、Nikkiso Europe GmbHとなったことによ

り、連結子会社が１社減少しております。 

 この結果、当連結会計年度末における連結子会

社の数は43社となっております。 

  
  

(2) 非連結子会社          ３社 
株式会社日新メンテナンス 
株式会社メディポート 
日機装メディカルサポート株式会社 

  (連結の範囲から除いた理由) 
非連結子会社はいずれも小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う額)及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

(2) 非連結子会社          ３社 
株式会社日新メンテナンス 
株式会社メディポート 

Pump Alliance Pte. Ltd. 

  (連結の範囲から除いた理由) 
非連結子会社はいずれも小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う額)及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 
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なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における記載から重要な変更がないため開示を 

省略します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

 ２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用関連会社  ６社 

サンダイン日機装株式会社 

日機装サーモ株式会社 

地上の星投資事業有限責任組合 

創光科学株式会社 

Nikkiso Medical (Thailand) Co., Ltd. 

Nikkiso-KSB GmbH 

なお、従来持分法適用関連会社であったグランメ

イト株式会社は、保有株式の一部売却に伴い、関

連会社でなくなったため、当連結会計年度より持

分法の適用範囲から除外しております。また、

Nikkiso-KSB GmbHについては当連結会計年度にお

いて新たに設立したことにより、持分法適用関連

会社としております。 

(1) 持分法適用関連会社  ８社 

主要な会社等の名称 

サンダイン日機装株式会社 

日機装サーモ株式会社 

地上の星投資事業有限責任組合 

創光科学株式会社 

Nikkiso Medical (Thailand) Co., Ltd. 

Nikkiso-KSB GmbH 

なお、LEWA Management GmbHを新たに取得したこ

とにより、同社の関連会社２社を持分法適用関連

会社としております。 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

                  ４社 
株式会社日新メンテナンス 
株式会社メディポート 
日機装メディカルサポート株式会社 
順雄企業股份有限公司 

  (持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないため、持分法

の適用から除外しております。 

 

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

                  ４社 
株式会社日新メンテナンス 
株式会社メディポート 

Pump Alliance Pte. Ltd. 

順雄企業股份有限公司 

  (持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

かつ全体としても重要性がないため、持分法

の適用から除外しております。 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 
Nikkiso Pumps Europe GmbH、Nikkiso Medical 

GmbH、Nikkiso Cryo,Inc.、上海日機装ノンシール

ポンプ有限公司、上海日機装医療器械貿易有限公

司、台湾日機装股份有限公司、M.E.Nikkiso 

Co.,Ltd.、Microtrac,Inc.、Nikkiso Pumps Korea 

Ltd.、Nikkiso Pumps America,Inc.、Nikkiso 

Vietnam MFG Co.,Ltd.、Nikkiso America,Inc.、

Nikkiso Medical Systems GmbH、Nikkiso Medical 

Korea Co.,Ltd.、Nikkiso Vietnam,Inc.の決算日は

12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっ

ては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行なっております。 

Nikkiso Pumps Europe GmbH、Nikkiso Europe 

GmbH、Nikkiso Cryo,Inc.、上海日機装ノンシール

ポンプ有限公司、上海日機装貿易有限公司、台湾日

機装股份有限公司、M.E.Nikkiso Co.,Ltd.、

Microtrac,Inc.、Nikkiso Pumps Korea Ltd.、

Nikkiso Pumps America,Inc.、Nikkiso Vietnam 

MFG Co.,Ltd.、Nikkiso America,Inc.、Nikkiso 

Medical Korea Co.,Ltd.、Nikkiso Vietnam,Inc.、

日機装（上海）投資管理咨詢有限公司、LEWA 

Management GmbH、LEWA Beteiligungs GmbH、LEWA 

GmbH他一部の連結子会社の決算日は12月31日であり

ます。連結計算書類の作成にあたっては、同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結上必要な調整を行なって

おります。 
４ 会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  たな卸資産 

   移動平均法による原価法（連結貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっております。 

   ただし、当社の流体技術カンパニー及びイン

ダストリアルソリューションズカンパニーの

製品及び仕掛品については個別法による原価

法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）によっております。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  たな卸資産 

   移動平均法による原価法（連結貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）によっております。 

   ただし、当社のポンプ事業本部及びＩＳＯＬ

事業本部の製品及び仕掛品については個別法

による原価法（連結貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）によって

おります。 
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（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
  

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基

準については原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

に変更しております。また、これに伴って従来営業外費用に計上してい

た「たな卸資産処分損」は、当連結会計年度から売上原価に計上してお

ります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益

は69百万円、経常利益は３百万円、税金等調整前当期純利益73百万円そ

れぞれ減少しております。 

――――――― 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

いの適用） 

当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務

対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度期首の利益

剰余金が146百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ93百万円減少し、当期純利益は81百万円増加しており

ます。  

――――――― 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結会計年度よ

り、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年

６月17日（企業会計審議会第一部会）））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）））を適用し、通常の売買取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、前連結会計年度末における未経過リース料

期末残高相当額（利息込法）を取得原価とし、期首に取得したものとし

てリース資産に計上する方法によっております。 

この変更による損益への影響はありません。 

――――――― 

――――――― （退職給付に係る会計基準の適用） 

当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）

（企業会計基準第19号 平成20年７月31日）を適用しております。 

当連結会計年度において、本会計基準の適用に伴う退職給付債務の差額

は発生しておりません。 

また、本会計基準の変更に伴う連結財務諸表への影響はありません。 

 

 表示方法の変更 
 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(連結貸借対照表) 

前連結会計年度において、流動資産の「たな卸資産」として掲記されて

いたものは、「財務諸表等規則の一部を改正する内閣府令」（平成20年

８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、当連結会計年度か

ら「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記してお

ります。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ5,304百万円、3,075百万

円、6,209百万円であります。 

 

――――――― 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

30,016百万円 33,754百万円

※２　非連結子会社および関連会社に係る注記 ※２　非連結子会社および関連会社に係る注記

1,731百万円 1,468百万円

※３　下記資産を担保に供しております。 ※３　下記資産を担保に供しております。

種別 科目 簿価(百万円) 種別 科目 簿価(百万円)

建物及び構築物 2,636 建物及び構築物 6,186

機械装置及び運搬具 703 機械装置及び運搬具 540

土地 40 土地 1,825

計 3,380 計 8,551

対象となる債務 対象となる債務

金額(百万円) 金額(百万円)

740 740

12,370

13,110

※４　国庫補助金等による圧縮額 ※４　国庫補助金等による圧縮額

125百万円 125百万円

45　〃　 機械装置及び運搬具 45　〃　

816　〃　 816　〃　

2　〃　 2　〃　

990　〃　 990　〃　

　上記のほか、連結子会社株式（消去前金額24,140百万
円）を担保に供しております。

長期借入金

計

 計

機械装置及び運搬具

土地

短期借入金

科目

 計

短期借入金

建物及び構築物

土地

その他

当連結会計年度

(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

非連結子会社および関連会社に対するものは次のと
おりであります。

投資有価証券(株式)

工場財団

前連結会計年度

(平成21年３月31日)

非連結子会社および関連会社に対するものは次の
とおりであります。

投資有価証券(株式)

建物及び構築物

その他

工場財団

科目

※１　有形固定資産の減価償却累計額
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(連結損益計算書関係)

※１　販売費及び一般管理費のうち主な費目 ※１　販売費及び一般管理費のうち主な費目

5,348百万円 6,427百万円

570　〃　 529　〃　

59　〃　 62　〃　

469　〃　 646　〃　

減価償却費 649　〃　 減価償却費 663　〃　

研究開発費 537　〃　 研究開発費 790　〃　

運賃保管料 1,718　〃　 運賃保管料 1,738　〃　

旅費交通費 992　〃　 旅費交通費 959　〃　

賃借料 754　〃　 賃借料 889　〃　

※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

金額(百万円) 金額(百万円)

0 2

11 2

4 6

16 11

※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

金額(百万円) 金額(百万円)

114 11

20 37

10 53

144 102

※５　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 ※５　固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

金額(百万円) 金額(百万円)

5 2

0 5

5 7

退職給付費用

（自　平成20年４月１日　

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

当連結会計年度

（自　平成21年４月１日　

　至　平成22年３月31日）

役員報酬及び従業員給与賞与

前連結会計年度

　至　平成21年３月31日）

その他

計

機械装置及び運搬具 機械装置及び運搬具

科目

科目

建物及び構築物

計

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
　　　費は1,229百万円であります。

計

機械装置及び運搬具

役員報酬及び従業員給与賞与

退職給付費用

建物及び構築物

賞与引当金繰入額

役員賞与引当金繰入額

科目

機械装置及び運搬具

土地

その他

計

その他

計

その他

その他その他

科目

計

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
　　　費は1,012百万円であります。

科目

科目

機械装置及び運搬具

土地

機械装置及び運搬具
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式に関わる事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 72,611,464 ― ― 72,611,464

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 7,989,705 2,017,332 21,019 9,986,018

 (変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

平成20年８月４日開催の取締役会決議に従う、市場買付けによる増加 

平成20年11月４日開催の取締役会決議に従う、市場買付けによる増加 

単元未満株式の買取りによる増加 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買増請求による減少 

 

882,000株 

1,097,000株 

38,332株 

 

21,019株 

 

３ 配当に関する事項 

  (１)配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の総

額(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成20年６月24日 定時株主総会 普通株式 387 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月25日

平成20年11月４日 取締役会 普通株式 382 6.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日

  (２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総

額(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年５月21日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 375 6.00 平成21年３月31日 平成21年６月８日

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１ 発行済株式に関わる事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 72,611,464 7,675,000 ― 80,286,464

(変動事由の概要) 

平成21年11月10日開催の取締役会決議に基づき、平成21年11月26日付けで、募集による新株式発行（5,500,000株）、

平成21年12月22日付けで、オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連しておこなった第三者割当増資

（2,175,000株）の払い込みを受けました。この結果、当連結会計年度において、発行済株式が7,675,000株増加して

おります。 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 9,986,018 17,784 9,004,418 999,384

 (変動事由の概要) 

平成21年11月10日開催の取締役会決議に基づき、平成21年11月26日付けで、自己株式の処分による株式売出し

（9,000,000株）の払い込みを受けました。この結果、当連結会計年度において、自己株式が9,000,000株減少してお

ります。単元未満株式の買取による増加（17,784株）、単元未満株式の買増請求による減少（4,418株）も含め当連結

会計年度末現在の自己株式数は999,384株となっております。 

３ 配当に関する事項 

  (１)配当金支払額 

決議 
株式の 

種類 

配当金の総

額(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年５月21日 取締役会 普通株式 375 6.00 平成21年３月31日 平成21年６月８日

平成21年11月４日 取締役会 普通株式 375 6.00 平成21年９月30日 平成21年12月３日

  (２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

平成22年５月21日開催の取締役会に次のとおり付議する予定です。 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総

額(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成22年５月21日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 475 6.00 平成22年３月31日 平成22年６月７日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金         10,248百万円

預入期間３か月超の定期預金   △418 〃 

現金及び現金同等物 9,830 〃 
 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金         11,672百万円

預入期間３か月超の定期預金   △374 〃 

現金及び現金同等物 11,298 〃 
 

 ※2 当連結会計年度に新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の主な内容 

出資持分の取得により新たに連結子会社となった会

社の連結開始時の資産及び負債の内訳並びに当該連

結子会社株式の取得価額と取得による支出との関係

は次の通りであります。 

    LEWA Management GmbH及び同社の子会社 

    （以下、「LEWAグループ」） 

流動資産 7,262百万円

固定資産 3,076 〃 

のれん 25,679 〃 

流動負債 △11,324 〃 

固定負債 △243 〃 

少数株主持分 △309 〃 

LEWAグループの取得価額 24,140 〃 

LEWAグループの現金及び 

現金同等物 
△1,567 〃 

差引：LEWAグループ取得の 

   ための支出 
22,573 〃 

  ※3 当社は、平成21年11月10日開催の取締役会決議に基づ

き、募集による新株式発行(一般募集)、自己株式の処分

による株式売出し(引受人の買取引受による売出し)の払

い込みを平成21年11月26日に受けました。払込金額の総

額は5,991百万円であり、その内訳は募集による新株式発

行が2,272百万円、自己株式の処分による株式売出しが

3,718百万円であります。 
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セグメント情報

 １．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度　（自 平成20年４月１日　　至 平成21年３月31日）

工業部門
(百万円)

医療部門
(百万円)

計
(百万円)

消去または全社

(百万円)
連   結
(百万円)

Ⅰ

(1) 34,999 37,395 72,395 ― 72,395 

(2) ― ― ― ― ― 

34,999 37,395 72,395 ― 72,395 

31,185     33,730     64,916     2,707      67,624     

3,814      3,665      7,479      (2,707) 4,771      

Ⅱ

35,825 26,016 61,841 21,846 83,687 

1,458 1,512 2,971 201 3,173 

1,203 1,710 2,914 205 3,119 

（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

資産

減価償却費

資本的支出

３　営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、2,707百万円であり、その主
    なものは親会社の管理部門および共通部門に係る費用であります。

４　資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、21,846百万円であり、その主なものは、親
　　会社での余資運用資金(現金・預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係わる資産等であり
    ます。

資産、減価償却費及び資本的支出

５　会計処理の方法の変更
(1)　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
    「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、
    当連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年7月5日
    企業会計基準第9号）を適用しております。
    この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、工業部門が28百万円、
　　医療部門が41百万円減少しております。
(2)　連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、
    当連結会計年度から「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」
   （企業会計基準委員会　平成18年5月17日 実務対応報告第18号）を適用しております。
    この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、工業部門が86百万円、
    医療部門が6百万円減少しております。

計

営業費用

営業利益

売上高及び営業損益

売上高

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高または
振替高

　＜医療機器カンパニー＞

　　人工腎臓装置、透析用消耗品、透析用剤、人工膵臓、輸液ポンプ、透析排水pH処理装置、
    医療機器ポンプ、血液浄化用装置他

　　炭素繊維強化樹脂（CFRP）成形品、マテライトコンポジット

(医療部門)

(工業部門)

　＜流体技術カンパニー＞

　　制御容量ポンプ、キャンドモータポンプ、低温用サブマージドポンプ、コンプレッサ、
    自吸式スラリーポンプ、プランジャ式ハイパワーポンプ

　＜インダストリアルソリューションズカンパニー＞

　　火力・原子力向試料採取装置、薬液注入装置、復水検塩装置、水質分析計、
    プロセス制御システム、工場排水処理装置、粒度分布測定装置、ゼータ電位測定装置、
    インライン粉体プロセス粒度測定装置、粉体ラボ用自動化システム、比表面積測定装置、
    冷間等方圧プレス、温水ラミネータ、ドライラミネータ、Itabar流量計、
    産業用除湿機（ドライヤー）、アイソ・ボンダー

　＜複合材カンパニー＞
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当連結会計年度　（自 平成21年４月１日　　至 平成22年３月31日）

工業部門
(百万円)

医療部門
(百万円)

計
(百万円)

消去または全社

(百万円)
連   結
(百万円)

Ⅰ

(1) 37,233 40,786 78,019 ― 78,019 

(2) ― ― ― ― ― 

37,233 40,786 78,019 ― 78,019 

33,788     35,559     69,348     3,008      72,356     

3,444      5,226      8,671      (3,008) 5,662      

Ⅱ

67,306 27,316 94,623 20,507 115,130 

1,310 1,493 2,803 178 2,982 

1,450 1,089 2,540 317 2,858 

（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

　＜メディカル事業本部＞

営業費用

営業利益

資産、減価償却費及び資本的支出

計

売上高及び営業損益

売上高

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高または
振替高

(医療部門)

　　人工腎臓装置、透析用消耗品、透析用剤、人工膵臓、輸液ポンプ、透析排水pH処理装置、
    医療機器ポンプ、血液浄化用装置他

　　火力・原子力向試料採取装置、薬液注入装置、復水検塩装置、水質分析計、
    プロセス制御システム、工場排水処理装置、粒度分布測定装置、ゼータ電位測定装置、
    インライン粉体プロセス粒度測定装置、粉体ラボ用自動化システム、比表面積測定装置、
    冷間等方圧プレス、温水ラミネータ、ドライラミネータ、Itabar流量計、
    産業用除湿機（ドライヤー）、アイソ・ボンダー

　＜航空宇宙事業本部＞

　　炭素繊維強化樹脂（CFRP）成形品、マテライトコンポジット

５　当連結会計年度において、LEWA Management GmbHの出資持分を取得し、同社及び同社子会社を新たに連結
　　子会社といたしました。これにより、工業部門における資産の金額が当連結会計年度末現在36,869百万円
　　増加しております。

３　営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、3,008百万円であり、その主
    なものは親会社の管理部門および共通部門に係る費用であります。

４　資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、20,507百万円であり、その主なものは、親
　　会社での余資運用資金(現金・預金)、長期投資資金(投資有価証券)および管理部門に係る資産等であり
    ます。

(工業部門)

資産

減価償却費

資本的支出

　＜ISOL事業本部＞

　　制御容量ポンプ、キャンドモータポンプ、低温用サブマージドポンプ、コンプレッサ、
    自吸式スラリーポンプ、プランジャ式ハイパワーポンプ、薬液注入装置・システム、
　　プロセス送液装置・システム

　＜ポンプ事業本部＞
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　２．所在地別セグメント情報

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北アメリカ
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去または

全社

(百万円)

連     結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 61,012   3,596    1,946    5,840    72,395   ― 72,395   

(2) 5,590    3,521    1,646    5        10,764   (10,764) ― 

　 66,603   7,117    3,592    5,845    83,159   (10,764) 72,395   

営業費用 59,619   6,686    3,300    6,324    75,931   (8,307) 67,624   

営業利益または営業損失(△) 6,984    431      292 △ 479 7,228    (2,457) 4,771    

Ⅱ 資産 59,463   6,397    3,048 5,731 74,639   9,047 83,687   

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北アメリカ
(百万円)

ヨーロッパ
(百万円)

計
(百万円)

消去または

全社

(百万円)

連     結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 57,220   6,011    3,185    11,601   78,019   ― 78,019   

(2) 4,847    4,270    1,125    885      11,128   (11,128) ― 

　 62,068   10,282   4,311    12,486   89,148   (11,128) 78,019   

営業費用 56,022   8,873    3,829    12,013   80,739   (8,382) 72,356   

営業利益 6,045    1,408    481 472 8,409    (2,746) 5,662    

Ⅱ 資産 78,508   9,508    4,047 13,931 105,995  9,134 115,130  

（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本国以外の区分に属する主な国又は地域

　　（１）ア　ジ　ア：中国、台湾、韓国、タイ、ベトナム他

　　（２）北アメリカ：アメリカ

　　（３）ヨーロッパ：ドイツ他

セグメント間の内部売上高
または振替高

計

３　営業費用のうち消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度2,707百万円、
　　当連結会計年度3,008百万円であり、その主なものは親会社の管理部門および共通部門に係る費用であります。

４　資産のうち消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度21,846百万円、当連結会計年度
　　20,507百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金・預金および有価証券）、
　　長期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等であります。

外部顧客に対する売上高

　　前連結会計年度（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

　　当連結会計年度（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

外部顧客に対する売上高

セグメント間の内部売上高
または振替高

計
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　３．海外売上高

ア ジ ア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

12,122      4,818       9,814       1,654       28,410      

72,395      

（注）１  海外売上高は、親会社およ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。

　  　２  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　３  各区分に属する主な国または地域

(１) ア　ジ　ア　： 中国、サウジアラビア、韓国他

(２) 北アメリカ　： アメリカ他

(３) ヨーロッパ　： ドイツ、ノルウェー、ベルギー他

(４) その他の地域： チリ、ペルー、ブラジル他

ア ジ ア 北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

13,714      5,879       12,257      2,503       34,355      

78,019      

（注）１  海外売上高は、親会社およ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。

　  　２  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　　３  各区分に属する主な国または地域

(１) ア　ジ　ア　： 中国、韓国、インド他

(２) 北アメリカ　： アメリカ他

(３) ヨーロッパ　： ドイツ、ベルギー、ノルウェー他

(４) その他の地域： オーストラリア、コロンビア、チリ他

（開示の省略）

15.7        

　　前連結会計年度（自 平成20年４月１日　 至 平成21年３月31日）

Ⅰ　海外売上高(百万円)

Ⅱ　連結売上高(百万円)

Ⅲ　連結売上高に占める
16.7        6.7         13.6        

　　海外売上高の割合（％）

Ⅰ　海外売上高(百万円)

Ⅱ　連結売上高(百万円)

Ⅲ　連結売上高に占める
17.6        7.5         

関連当事者との取引、税効果会計、金融商品関係、有価証券、デリバティブ取引、退職給付等に関す
る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略し
ます。

3.2         44.0        
　　海外売上高の割合（％）

　　当連結会計年度（自 平成21年４月１日　 至 平成22年３月31日）

2.2         39.2        
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１株当たり情報

１株当たり純資産額 578円72銭 １株当たり純資産額 587円66銭

１株当たり当期純利益 21円46銭 １株当たり当期純利益 47円49銭

（注）算定上の基礎
　　　１　１株当たり純資産額

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成21年３月31日） （平成22年３月31日）

36,721 47,517

36,242 46,593

　少数株主持分 479 923

72,611 80,286

9,986 999

62,625 79,287

　　　２　１株当たり当期純利益

前連結会計年度 当連結会計年度
(自　平成20年４月１日 (自　平成21年４月１日 
 至　平成21年３月31日)  至　平成22年３月31日)

1,367 3,239

― ― 

1,367 3,239

63,725 68,221

重要な後発事象

普通株主に帰属しない金額(百万円)

１株当たり当期純利益

当期純利益(百万円)

普通株式に係る期中平均株式数(千株)

 至　平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)

普通株式に係る純資産額(百万円)

差額の主な内訳(百万円)

普通株式の発行済株式数(千株)

普通株式の自己株式数(千株)

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数
                                         (千株)

　当社は、今後急速に拡大が予測される中華人民共和国（以下「中国」）の透析市場へ積極的に参入すること

を目的に、「Wego」ブランドを有する中国の最大手医療用具メーカーである威高（ウェイガオ）集団有限公司

（以下「威高集団」）及びその中核事業会社である山東威高集団医用高分子製品股分有限公司と透析事業にお

ける戦略的業務提携に関する基本契約書を平成22年４月12日に締結いたしました。またその一環として、当社

は威高集団のグループ会社である威海威高（ウェイハイ ウェイガオ）血液浄化製品有限公司と、中国におい

て人工透析装置の製造販売及びメンテナンス事業を行なう合弁会社「威海威高・日機装透析機器有限公司」を

設立することといたしました。合弁会社の概要は次のとおりです。

　(1）　商号　　　　　　　　威海威高・日機装透析機器有限公司

　　　　　　　　　　　　　　（ただし、中国当局の認可取得を前提とする）

　(2）　所在地　　　　　　　中国山東省威海市（予定）

　(3）　代表者　　　　　　　合弁相手先から就任予定

　(4）　事業内容　　　　　　人工透析装置の製造販売及びメンテナンス事業

　(5）　資本金　　　　　　　11,000千米ドル

　(6）　設立　　　　　　　　平成22年７月を予定

　　　　　　　　　　　　　　（ただし、中国当局の認可取得を前提とする）

　(7）　決算期　　　　　　　毎年12月末日

　(8）　当社出資額　　　　　5,390千米ドル

　(9）　出資者及び出資比率　当社　　　　　　　　　　　　　49％

　　　　　　　　　　　　　　威海威高血液浄化製品有限公司　51％

当連結会計年度
(自　平成21年４月１日 

普通株式に係る当期純利益(百万円)

 至　平成22年３月31日)

前連結会計年度
(自　平成20年４月１日 
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５.【個別財務諸表】 
（１）【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,925 5,988

受取手形 3,302 2,808

売掛金 21,895 19,960

商品及び製品 2,253 1,933

仕掛品 2,891 2,190

原材料及び貯蔵品 5,405 4,828

繰延税金資産 832 637

関係会社短期貸付金 117 279

未収入金 165 298

未収還付法人税等 1,073 －

その他 222 171

貸倒引当金 △27 △5

流動資産合計 45,059 39,090

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,275 7,964

構築物（純額） 196 175

機械及び装置（純額） 2,411 1,851

車両運搬具（純額） 31 12

工具、器具及び備品（純額） 930 743

土地 3,331 3,402

リース資産（純額） 210 169

建設仮勘定 165 380

有形固定資産合計 15,553 14,701

無形固定資産   

のれん 56 43

ソフトウエア 441 411

リース資産 141 95

その他 136 150

無形固定資産合計 775 701

投資その他の資産   

投資有価証券 6,078 7,322

関係会社株式 3,346 3,386

出資金 12 0

関係会社出資金 4,733 28,327

従業員に対する長期貸付金 3 0

関係会社長期貸付金 456 683

破産更生債権等 17 25

長期前払費用 94 67

前払年金費用 1,035 1,068

敷金及び保証金 180 174

その他 600 600

投資損失引当金 △687 △687

貸倒引当金 △17 △25

投資その他の資産合計 15,853 40,944

固定資産合計 32,182 56,347

資産合計 77,241 95,437
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,673 1,023

買掛金 7,664 7,621

短期借入金 5,459 6,912

1年内返済予定の長期借入金 1,810 2,240

リース債務 128 112

未払金 1,794 1,516

未払費用 200 224

未払法人税等 － 653

前受金 577 199

関係会社預り金 1,289 1,516

賞与引当金 1,240 1,138

役員賞与引当金 36 45

設備関係支払手形 18 1

その他 262 313

流動負債合計 22,154 23,519

固定負債   

社債 6,000 6,000

長期借入金 14,205 21,965

リース債務 228 158

繰延税金負債 725 1,175

役員退職慰労引当金 27 27

その他 － 153

固定負債合計 21,187 29,480

負債合計 43,341 53,000

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,094 6,544

資本剰余金   

資本準備金 10,251 10,700

その他資本剰余金 14 －

資本剰余金合計 10,265 10,700

利益剰余金   

利益準備金 1,461 1,461

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 376 376

別途積立金 17,370 17,370

繰越利益剰余金 6,512 5,976

利益剰余金合計 25,721 25,184

自己株式 △8,274 △825

株主資本合計 33,807 41,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 93 833

評価・換算差額等合計 93 833

純資産合計 33,900 42,437

負債純資産合計 77,241 95,437
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（２）【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 63,066 57,979

売上原価 48,139 44,564

売上総利益 14,927 13,415

販売費及び一般管理費 11,267 10,879

営業利益 3,659 2,536

営業外収益   

受取利息 27 39

受取配当金 405 1,002

受取賃貸料 235 244

為替差益 － 19

生命保険配当金 91 110

その他 195 95

営業外収益合計 955 1,511

営業外費用   

支払利息 407 507

社債利息 103 103

為替差損 650 －

その他 115 61

営業外費用合計 1,276 673

経常利益 3,338 3,374

特別利益   

固定資産売却益 11 2

関係会社株式売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 26 13

特別利益合計 39 15

特別損失   

固定資産除却損 133 44

固定資産売却損 5 0

たな卸資産評価損 69 －

投資有価証券評価損 1,602 －

投資損失引当金繰入額 687 －

ゴルフ会員権評価損 27 －

事業買収関連費用 － 842

特別損失合計 2,525 887

税引前当期純利益 853 2,502

法人税、住民税及び事業税 19 698

法人税等調整額 289 136

法人税等合計 309 835

当期純利益 543 1,666
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（３）【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,094 6,094

当期変動額   

新株の発行 － 449

当期変動額合計 － 449

当期末残高 6,094 6,544

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,251 10,251

当期変動額   

新株の発行 － 449

当期変動額合計 － 449

当期末残高 10,251 10,700

その他資本剰余金   

前期末残高 20 14

当期変動額   

自己株式の処分 △6 △14

当期変動額合計 △6 △14

当期末残高 14 －

資本剰余金合計   

前期末残高 10,271 10,265

当期変動額   

新株の発行 － 449

自己株式の処分 △6 △14

当期変動額合計 △6 435

当期末残高 10,265 10,700

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,461 1,461

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,461 1,461

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 376 376

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 376 376

別途積立金   

前期末残高 17,370 17,370

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,370 17,370
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,739 6,512

当期変動額   

剰余金の配当 △770 △751

当期純利益 543 1,666

自己株式の処分 － △1,451

当期変動額合計 △226 △536

当期末残高 6,512 5,976

利益剰余金合計   

前期末残高 25,947 25,721

当期変動額   

剰余金の配当 △770 △751

当期純利益 543 1,666

自己株式の処分 － △1,451

当期変動額合計 △226 △536

当期末残高 25,721 25,184

自己株式   

前期末残高 △7,158 △8,274

当期変動額   

自己株式の取得 △1,134 △11

自己株式の処分 18 7,459

当期変動額合計 △1,116 7,448

当期末残高 △8,274 △825

株主資本合計   

前期末残高 35,156 33,807

当期変動額   

新株の発行 － 898

剰余金の配当 △770 △751

当期純利益 543 1,666

自己株式の取得 △1,134 △11

自己株式の処分 11 5,994

当期変動額合計 △1,349 7,796

当期末残高 33,807 41,604
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 843 93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △750 740

当期変動額合計 △750 740

当期末残高 93 833

評価・換算差額等合計   

前期末残高 843 93

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △750 740

当期変動額合計 △750 740

当期末残高 93 833

純資産合計   

前期末残高 36,000 33,900

当期変動額   

新株の発行 － 898

剰余金の配当 △770 △751

当期純利益 543 1,666

自己株式の取得 △1,134 △11

自己株式の処分 11 5,994

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △750 740

当期変動額合計 △2,099 8,537

当期末残高 33,900 42,437
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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）重要な後発事象 

当社は、今後急速に拡大が予測される中華人民共和国（以下「中国」）の透析市場へ積極的に参入する

ことを目的に、「Wego」ブランドを有する中国の最大手医療用具メーカーである威高（ウェイガオ）集団

有限公司（以下「威高集団」）及びその中核事業会社である山東威高集団医用高分子製品股分有限公司と

透析事業における戦略的業務提携に関する基本契約書を平成 22 年４月 12 日に締結いたしました。また

その一環として、当社は威高集団のグループ会社である威海威高（ウェイハイ ウェイガオ）血液浄化製

品有限公司と、中国において人工透析装置の製造販売及びメンテナンス事業を行なう合弁会社「威海威

高・日機装透析機器有限公司」を設立することといたしました。合弁会社の概要は次のとおりです。 

(1） 商号        威海威高・日機装透析機器有限公司 

（ただし、中国当局の認可取得を前提とする） 

(2） 所在地       中国山東省威海市（予定） 

(3） 代表者       合弁相手先から就任予定 

(4） 事業内容      人工透析装置の製造販売及びメンテナンス事業 

(5） 資本金       11,000 千米ドル 

(6） 設立        平成 22 年７月を予定 

（ただし、中国当局の認可取得を前提とする） 

(7） 決算期       毎年 12 月末日 

(8） 当社出資額     5,390 千米ドル 

(9） 出資者及び出資比率 当社             49％ 

威海威高血液浄化製品有限公司 51％ 

 

 

６．その他 

 役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動（平成 22 年６月 22 日付予定） 

１．新任取締役候補 

取締役  圓尾  樹生（現 執行役員 メディカル事業本部長） 

取締役  本間   久（現 執行役員 インダストリアル事業本部長） 

 

２．退任予定取締役 

常務取締役 長尾  章弘（当社相談役に就任予定） 
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