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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 4,857 △13.1 112 △59.0 113 △71.0 43 △84.5

22年3月期第2四半期 5,588 △14.4 273 45.8 393 75.9 282 76.7

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

23年3月期第2四半期 2.51 ―

22年3月期第2四半期 16.10 ―

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

23年3月期第2四半期 24,584 21,155 85.9 1,205.25
22年3月期 25,576 21,498 84.0 1,224.64

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  21,130百万円 22年3月期  21,472百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 7.00 7.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 9,600 △14.5 △100 ― △260 ― △320 ― △18.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予
想数値と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、[添付資料]P.2「当四半期の
連結業績等に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、[添付資料]P.3「その他の情報」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） 23年3月期2Q 17,657,000株 22年3月期  17,657,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  125,144株 22年3月期  123,476株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,533,280株 22年3月期2Q 17,576,724株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期）におけるわが国経済は、新興国需要の拡大に伴う輸出や生

産増加に加え、政府の景気対策効果により、企業収益は改善し一部景気回復の兆しは見られるものの、個人消費

や設備投資の低迷に加え、米国の景気減速懸念および欧州の金融危機などによる円高・株安・デフレの進行など

により景気の下振れリスクが一段と強まるなど、先行き不透明な状況が継続しております。 

このような状況のなか、当社グループは引き続き、顧客満足度の向上を目指し、環境負荷低減技術の強化と顧

客への提案型営業による主力製品の拡販、新製品の開発、グローバル化に向けた新興国市場のビジネス拡大、さ

らには調達力強化と経費削減などに取り組んでまいりました。しかしながら、公共投資、民間企業の設備投資の

伸び悩み、海外プラントの受注低迷、販売競争激化の影響などにより、当第２四半期における受注高は45億84百

万円（前年同期比9.6％増) と増加したものの、依然として低水準で推移しました。売上高は48億57百万円（同

13.1％減）、受注残高は69億21百万円（同19.9％減）となりました。 

また、当第２四半期の損益面におきましては、営業利益は１億12百万円（同59.0％減）、経常利益は１億13百

万円（同71.0％減）、四半期純利益は43百万円（同84.5％減）と辛うじて利益計上ができました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

船舶用機器事業は、新造船の発注は増加しつつあるものの、さらなる円高の進行から受注が低迷し、当第２四

半期における受注高は10億91百万円となりました。しかし、前期までの受注残により売上高は16億８百万円、営

業利益は２億38百万円となり、受注残高は25億６百万円となりました。 

陸上用機器事業は、石油精製業界の設備投資が引き続き低迷し、当第２四半期における受注高は７億61百万円

となりました。売上高は９億17百万円、営業利益は38百万円となり、受注残高は14億66百万円となりました。 

水処理装置事業は、海水淡水化プラントの受注は引き続き低迷したものの、半導体・液晶用材料メーカー等の

設備投資が一部改善したことから、蒸発濃縮装置の需要がようやく増加に転じ、当第２四半期における受注高は

19億73百万円となりました。しかし前期の受注低迷により売上高は16億97百万円、営業損失は30百万円となり、

受注残高は14億16百万円となりました。 

消音冷熱装置事業は、国内設備投資抑制の影響から官公需・民需向けともに騒音防止装置の受注が低迷し、当

第２四半期における受注高は７億48百万円、売上高は６億25百万円、営業損失は１億41百万円となり、受注残高

は15億31百万円となりました。 

その他（賃貸事業等）の当第２四半期における売上高は８百万円、営業利益は６百万円となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は245億84百万円となり、前期末と比べて９億91百万円減少しま

した。その主な内訳は現金及び預金が５億72百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が７億11百万円、投資

有価証券が評価減等により４億13百万円それぞれ減少したことによるものです。 

負債合計は34億29百万円となり、前期末と比べて６億47百万円減少しました。その主な内訳は支払手形及び買

掛金が２億23百万円、退職給付引当金が１億77百万円、繰延税金負債（固定負債）が１億24百万円それぞれ減少

したことによるものです。 

純資産合計は211億55百万円となり、前期末と比べて３億43百万円減少しました。その主な内訳は利益剰余金が

78百万円、その他有価証券評価差額金が２億46百万円それぞれ減少したことによるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の通期の業績予想につきましては、平成22年５月13日に公表いたしました予想値から変更して

おります。詳細につきましては本日（平成22年11月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

下さい。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

ａ 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額等を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

ｂ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理 

該当事項はありません。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準の変更 

ａ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月 

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31 

日）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

ｂ 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公 

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10 

日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用 

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の 

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま 

す。 

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,588,334 9,015,547 

受取手形及び売掛金 5,133,930 5,845,727 

有価証券 400,740 452,311 

仕掛品 1,235,663 1,242,024 

原材料及び貯蔵品 667,530 734,083 

前渡金 5,999 38,812 

前払費用 80,947 33,231 

繰延税金資産 15,331 22,738 

その他 46,998 196,473 

貸倒引当金 △3,825 △4,787 

流動資産合計 17,171,650 17,576,163 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,747,649 5,773,342 

減価償却累計額 △3,907,881 △3,857,200 

建物及び構築物（純額） 1,839,768 1,916,141 

機械装置及び運搬具 2,416,560 2,417,123 

減価償却累計額 △2,034,741 △1,989,403 

機械装置及び運搬具（純額） 381,819 427,719 

工具、器具及び備品 1,002,067 998,918 

減価償却累計額 △937,283 △922,437 

工具、器具及び備品（純額） 64,783 76,481 

土地 1,925,701 1,936,285 

リース資産 133,960 134,296 

減価償却累計額 △72,980 △58,740 

リース資産（純額） 60,979 75,556 

建設仮勘定 － 5,574 

有形固定資産合計 4,273,053 4,437,760 

無形固定資産   

リース資産 13,750 17,050 

その他 12,061 13,629 

無形固定資産合計 25,811 30,679 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,840,676 3,254,499 

長期前払費用 7,755 9,197 

繰延税金資産 44,861 46,309 

その他 254,145 251,462 

貸倒引当金 △33,041 △29,706 

投資その他の資産合計 3,114,397 3,531,761 

固定資産合計 7,413,262 8,000,201 

資産合計 24,584,912 25,576,365 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 742,047 965,543 

リース債務 33,858 35,549 

未払費用 66,825 66,086 

未払法人税等 39,579 51,101 

前受金 52,029 39,120 

賞与引当金 234,887 222,451 

役員賞与引当金 1,200 2,100 

工事補償等引当金 110,584 167,255 

受注損失引当金 44,900 36,200 

繰延税金負債 186 407 

その他 223,642 294,367 

流動負債合計 1,549,742 1,880,183 

固定負債   

リース債務 41,238 57,843 

繰延税金負債 183,677 307,870 

退職給付引当金 1,406,706 1,584,056 

役員退職慰労引当金 248,208 247,605 

固定負債合計 1,879,830 2,197,375 

負債合計 3,429,572 4,077,559 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,220,000 2,220,000 

資本剰余金 1,684,835 1,684,835 

利益剰余金 17,055,989 17,134,654 

自己株式 △83,585 △82,790 

株主資本合計 20,877,240 20,956,699 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 285,803 532,107 

為替換算調整勘定 △32,769 △16,553 

評価・換算差額等合計 253,033 515,554 

少数株主持分 25,066 26,552 

純資産合計 21,155,339 21,498,806 

負債純資産合計 24,584,912 25,576,365 
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（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21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,588,224 4,857,670 

売上原価 4,124,760 3,720,580 

売上総利益 1,463,463 1,137,089 

販売費及び一般管理費   

運賃 86,241 54,922 

特許権使用料 18 － 

販売手数料 77,220 59,543 

広告宣伝費 5,960 4,393 

貸倒引当金繰入額 3,461 1,572 

役員報酬 56,440 55,403 

従業員給料及び手当 273,224 257,679 

賞与引当金繰入額 86,495 79,337 

役員賞与引当金繰入額 1,550 600 

福利厚生費 73,604 67,996 

退職給付引当金繰入額 46,465 31,831 

役員退職慰労引当金繰入額 16,885 17,259 

旅費及び交通費 44,782 46,333 

賃借料 30,751 26,617 

工事補償等引当金繰入額 109,152 13,000 

研究開発費 66,787 110,595 

減価償却費 34,321 31,289 

その他 176,517 166,446 

販売費及び一般管理費合計 1,189,881 1,024,822 

営業利益 273,582 112,266 

営業外収益   

受取利息 22,988 21,236 

受取配当金 32,423 27,753 

デリバティブ評価益 81,166 － 

持分法による投資利益 － 201,360 

その他 12,256 17,104 

営業外収益合計 148,835 267,454 

営業外費用   

支払利息 300 389 

持分法による投資損失 2,309 － 

為替差損 22,640 261,542 

その他 4,022 3,803 

営業外費用合計 29,272 265,735 

経常利益 393,145 113,986 
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

特別利益   

前期損益修正益 21,337 － 

固定資産売却益 － 3,760 

工事補償等引当金戻入額 19,106 6,129 

特別利益合計 40,443 9,889 

特別損失   

固定資産除却損 2,864 28 

投資有価証券評価損 － 25,715 

特別損失合計 2,864 25,743 

税金等調整前四半期純利益 430,723 98,132 

法人税、住民税及び事業税 42,404 41,692 

法人税等調整額 97,869 8,415 

法人税等合計 140,273 50,107 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 48,024 

少数株主利益 7,520 4,059 

四半期純利益 282,929 43,965 
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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利益 430,723 98,132 

減価償却費 178,377 155,322 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,938 2,372 

賞与引当金の増減額（△は減少） 22,877 12,435 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,450 △900 

工事補償等引当金の増減額(△は減少) 55,692 △56,670 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 17,187 8,700 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △56,278 △175,868 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △36,684 603 

受取利息及び受取配当金 △55,411 △48,989 

支払利息 300 389 

為替差損益（△は益） 1,083 177,745 

持分法による投資損益（△は益） 2,309 △201,360 

固定資産除売却損益（△は益） 2,864 △3,731 

投資有価証券評価損益（△は益） － 25,715 

売上債権の増減額（△は増加） 1,555,321 726,946 

たな卸資産の増減額（△は増加） △196,866 66,208 

仕入債務の増減額（△は減少） △8,476 △188,086 

その他 △391,766 26,732 

小計 1,504,866 625,697 

利息及び配当金の受取額 77,419 277,945 

利息の支払額 △303 △367 

法人税等の支払額 △27,107 △47,374 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,554,874 855,901 

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 － △2,651,130 

有価証券の売却及び償還による収入 100,000 250,000 

有形固定資産の取得による支出 △201,348 △17,877 

有形固定資産の売却による収入 － 24,845 

投資有価証券の取得による支出 △4,189 △210,917 

その他 △136 130 

投資活動によるキャッシュ・フロー △105,675 △2,604,949 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △17,289 △17,980 

自己株式の取得による支出 － △794 

配当金の支払額 △175,767 △122,630 

少数株主への配当金の支払額 － △2,924 

財務活動によるキャッシュ・フロー △193,056 △144,329 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,625 △48,434 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,259,768 △1,941,812 

現金及び現金同等物の期首残高 6,367,241 9,015,547 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,627,009 7,073,734 
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該当事項はありません。 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第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 事業区分の方法 

事業区分の方法は、製品の種類、性質および販売市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各事業区分の主な製品 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

前第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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分の属する主な国又は地域 

(1) アジア（除く中東）……韓国・中国・インドネシア 

(2) 中東………………………バーレーン・サウジアラビア・イラン 

(3) その他の地域……………ギリシャ・ナイジェリア・米国 

３ 海外売上高は、当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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
船舶用 

機器事業 
（千円） 

陸上用 
機器事業 
（千円） 

水処理 
装置事業 
(千円)  

消音冷熱 
装置事業他 
 （千円） 

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高            

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 1,560,307  1,754,081  1,551,422  722,412  5,588,224  －  5,588,224

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  1,560,307  1,754,081  1,551,422  722,412  5,588,224  －  5,588,224

営業利益又は 

営業損失（△） 
 130,821  301,321  1,499  △160,060  273,582  －  273,582

船舶用機器事業 船舶用海水淡水化装置、熱交換器、汚水処理装置、油水分離器、LNG船用超低温バタ
フライ弁等。 

陸上用機器事業 空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ式冷却ロール等。 

水処理装置事業 陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸発濃縮装置、オゾン発生装置等。 

消音冷熱装置事業他 騒音防止装置、氷蓄熱システム用機器、水冷媒放射空調システム、駐車場経営等。 

  
アジア 

（除く中東） 
中東 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  481,502  643,815  4,321  1,129,639

Ⅱ 連結売上高（千円）       5,588,224

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合（％） 
 8.6  11.5  0.1  20.2
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源

の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国内および海外の包

括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「船舶用機器事

業」、「陸上用機器事業」、「水処理装置事業」および「消音冷熱装置事業」の４つを報告セグメントとしており

ます。 

「船舶用機器事業」は、船舶用海水淡水化装置、熱交換器、汚水処理装置、油水分離器、LNG船用超低温バタフ

ライ弁等を製造販売しております。「陸上用機器事業」は、空冷式熱交換器、超低温バタフライ弁、ヒートパイプ

式冷却ロール等を製造販売しております。「水処理装置事業」は、陸上用海水淡水化装置、逆浸透水処理装置、蒸

発濃縮装置、オゾン発生装置等を製造販売しております。「消音冷熱装置事業」は、騒音防止装置、氷蓄熱システ

ム用機器、水冷媒放射空調システム等を製造販売しております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日)  

（単位：千円） 

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

該当事項はありません。 

  

報告セグメント 
その他 

（注１） 
合計 

船舶用 
機器事業 

陸上用 
機器事業 

水処理 
装置事業 

消音冷熱 
装置事業 

計 

売上高        

外部顧客への売上高  1,608,365  917,060  1,697,481  625,838  4,848,744  8,925  4,857,670

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  1,608,365  917,060  1,697,481  625,838  4,848,744  8,925  4,857,670

セグメント利益 
又は損失（△）  238,415  38,570  △30,326  △141,300  105,358  6,908  112,266

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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