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

23年3月期第3四半期 106,714 38.4 330 73.5 467 49.5 236 76.9
22年3月期第3四半期 77,093 △36.7 190 △81.2 312 △73.7 133 △77.5

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3四半期 8.82 ―

22年3月期第3四半期 4.99 ―

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3四半期 32,787 16,058 48.8 595.60
22年3月期 34,251 16,334 47.5 605.83

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  15,999百万円 22年3月期  16,276百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 10.00

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  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 137,000 △10.0 550 8.9 650 1.2 320 10.7 11.91



(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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条件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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q 28,678,486株 22年3月期  28,678,486株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,815,721株 22年3月期  1,812,059株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 26,864,456株 22年3月期3Q 26,869,335株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国向けの輸出等により緩やかな回復基調にあ

り、企業収益も改善の兆しを見せておりますが、国内設備投資においては不透明な状況が続くものと予

想されます。 

 また、急速な円高や長期にわたるデフレ、政府主導の各種対策の駆け込み需要の反動等から雇用情勢

や個人消費等の先行きも引き続き不透明であります。 

 こうした情勢のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の成約高は、前年同四半期に比べ64

億51百万円増加の899億74百万円となりました。 

 また、当第３四半期連結累計期間の売上高は、1,067億14百万円と前年同四半期を296億20百万円(前

年同四半期比38.4%)上回ることとなりました。売上高の部門別構成は電力関連部門74.9%、化学機械関

連部門8.4%、電子精機関連部門6.4%、環境・船舶関連部門9.0%、その他1.3%となりました。 

 売上総利益は36億２百万円(前年同四半期比１億33百万円減、3.6%減)、営業利益３億30百万円(同１

億39百万円増、73.5%増)、経常利益４億67百万円(同１億54百万円増、49.5%増)、四半期純利益２億36

百万円(同１億２百万円増、76.9%増)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。 

   

 
  

また、セグメントごとの営業利益(△営業損失)と致しましては、電力関連部門３億81百万円、化学機

械関連部門△85百万円、電子精機関連部門１億78百万円、環境・船舶関連部門△91百万円、その他△53

百万円となっております。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

受注及び販売の状況 
第３四半期連結累計期間 （単位:百万円)

部門別

成   約    高 売   上   高 成   約   残   高

上段当期 構成比
増減額

上段当期 構成比
増減額

上段当期 構成比
増減額

下段前期 (%) 下段前期 (%) 下段前期 (%)

電  力 
関連部門

65,153 72.4
8,097

79,952 74.9
36,672

153,092 85.4
54,573

(57,056) ( 68.3) (43,279) ( 56.1) (98,519) ( 72.3)

化学機械 
関連部門

9,396 10.4
3,377

8,993 8.4
1,021

4,234 2.4
△2,680

( 6,019) (  7.2) ( 7,972) ( 10.4) ( 6,914) (  5.1)

電子精機 
関連部門

7,620 8.5
2,184

6,812 6.4
△2,283

3,533 2.0
1,473

 ( 5,436) (  6.5) ( 9,096) ( 11.8) ( 2,059) (  1.5)

環境・船舶 
関連部門

6,060 6.7
△8,113

9,581 9.0
△6,085

17,277 9.6
△10,767

(14,174) ( 17.0) (15,667) ( 20.3) (28,045) ( 20.6)

その他
1,742 2.0

906
1,373 1.3

295
1,020 0.6

330
(   835) (  1.0) ( 1,078) (  1.4) (   689) (  0.5)

合計
89,974 100.0

6,451
106,714 100.0

29,620
179,158 100.0 

42,929
(83,522) (100.0) (77,093) (100.0) (136,228) (100.0)
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当第３四半期連結会計期間末における総資産は327億87百万円となり、前連結会計年度末と比較

して14億64百万円の減少となりました。主な要因として売上債権の減少等により流動資産が15億80

百万円減少し、器具備品の購入等により固定資産が１億16百万円増加したことによります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は167億28百万円となり、前連結会計年度末と比

較して11億88百万円の減少となりました。この主な要因は、仕入債務の減少等により流動負債が11

億46百万円減少し、繰延税金負債の減少等により固定負債が42百万円減少したことによります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は160億58百万円となり、前連結会計年度末と

比較して２億75百万円の減少となりました。この結果自己資本比率は48.8%となりました。 

  

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、前連結会計年度末と比較して18億36

百万円増加の66億25百万円となりました。内訳につきましては、以下の通りであります。 

  

営業活動の結果、当第３四半期連結累計期間において増加した資金は29億35百万円(前年同四半

期比45億33百万円増)となりました。増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益４億65百万

円、売上債権の減少額34億60百万円等であり、減少の主な内訳は仕入債務の減少額６億30百万円、

法人税等の支払額２億71百万円等であります。 

  

投資活動の結果、当第３四半期連結累計期間において減少した資金は５億32百万円(前年同四半

期比13億48百万円減)となりました。増加の主な内訳は、有形固定資産の売却による収入35百万円

等であり、減少の主な内訳は有形固定資産の取得による支出３億１百万円、投資有価証券の取得に

よる支出３億円等であります。 

  

財務活動の結果、当第３四半期連結累計期間において減少した資金は５億61百万円(前年同四半

期比３百万円減)となりました。減少の主な内訳は、配当金の支払２億39百万円等であります。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績結果は、平成22年11月４日に開示いたしました当期業績予想に対し

概ね計画通り推移しており、平成23年３月期の通期業績予想に変更はございません。 

  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

(イ)資産の部

(ロ)負債の部

(ハ)純資産の部

②キャッシュ・フローの状況

(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー

(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー

(ハ)財務活動によるキャッシュ・フロー

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

  

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、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

定率法を採用している資産については、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す

る方法によっております。 

  

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。 

 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

予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は１百万円、経常利益は１百万円、税金等調整

前四半期純利益は10百万円それぞれ減少しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,517 3,580

受取手形及び売掛金 15,220 18,683

有価証券 2,796 1,901

商品 282 370

その他 2,310 2,174

貸倒引当金 △38 △39

流動資産合計 25,088 26,669

固定資産

有形固定資産 3,127 3,018

無形固定資産 47 49

投資その他の資産

投資有価証券 3,311 3,434

その他 1,656 1,540

貸倒引当金 △444 △461

投資その他の資産合計 4,523 4,513

固定資産合計 7,698 7,581

資産合計 32,787 34,251

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,369 7,415

受託販売未払金 5,504 5,124

短期借入金 1,252 1,570

未払法人税等 48 197

引当金 127 335

その他 2,816 2,622

流動負債合計 16,119 17,265

固定負債

引当金 222 175

その他 387 476

固定負債合計 609 651

負債合計 16,728 17,917
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,443 3,443

資本剰余金 2,655 2,655

利益剰余金 9,951 9,983

自己株式 △535 △534

株主資本合計 15,515 15,547

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 346 594

繰延ヘッジ損益 △1 △5

土地再評価差額金 139 139

評価・換算差額等合計 484 728

少数株主持分 59 57

純資産合計 16,058 16,334

負債純資産合計 32,787 34,251
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 77,093 106,714

売上原価 73,357 103,111

売上総利益 3,736 3,602

割賦販売未実現利益戻入額 35 20

割賦販売未実現利益繰入額 △39 －

差引売上総利益 3,811 3,623

販売費及び一般管理費 3,621 3,293

営業利益 190 330

営業外収益

受取利息 20 14

受取配当金 107 107

その他 19 36

営業外収益合計 146 158

営業外費用

支払利息 14 12

その他 9 8

営業外費用合計 24 21

経常利益 312 467

特別利益

投資有価証券売却益 5 7

固定資産売却益 － 0

その他 0 －

特別利益合計 5 7

特別損失

投資有価証券売却損 13 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8

その他 1 0

特別損失合計 14 9

税金等調整前四半期純利益 303 465

法人税、住民税及び事業税 13 130

法人税等調整額 163 96

法人税等合計 177 226

少数株主損益調整前四半期純利益 － 238

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7 1

四半期純利益 133 236
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【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 22,854 28,078

売上原価 21,691 26,961

売上総利益 1,163 1,116

割賦販売未実現利益戻入額 8 6

割賦販売未実現利益繰入額 － －

差引売上総利益 1,171 1,123

販売費及び一般管理費 1,073 1,046

営業利益 97 76

営業外収益

受取利息 6 3

受取配当金 19 22

その他 9 9

営業外収益合計 36 34

営業外費用

支払利息 4 4

その他 0 2

営業外費用合計 4 6

経常利益 129 104

特別利益

投資有価証券売却益 － 7

その他 － △0

特別利益合計 － 7

特別損失

投資有価証券売却損 13 －

ゴルフ会員権売却損 － 0

特別損失合計 13 0

税金等調整前四半期純利益 115 112

法人税、住民税及び事業税 △63 △16

法人税等調整額 135 77

法人税等合計 71 60

少数株主損益調整前四半期純利益 － 51

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 0

四半期純利益 45 51
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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21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 303 465

減価償却費 205 197

投資有価証券売却損益（△は益） 8 △7

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △0

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 0

ゴルフ会員権評価損 1 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 59 △18

賞与引当金の増減額（△は減少） △208 △177

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △50 △30

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少）

△146 46

受取利息及び受取配当金 △127 △121

支払利息 14 12

売上債権の増減額（△は増加） △679 3,460

たな卸資産の増減額（△は増加） 67 87

リース投資資産の増減額（△は増加） 17 17

仕入債務の増減額（△は減少） △959 △630

未払又は未収消費税等の増減額 △13 △42

その他 91 △163

小計 △1,415 3,097

利息及び配当金の受取額 126 122

利息の支払額 △13 △12

法人税等の支払額 △295 △271

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,597 2,935

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 △20 －

定期預金の払戻による収入 1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △272 △301

有形固定資産の売却による収入 5 35

無形固定資産の取得による支出 △33 △2

投資有価証券の取得による支出 △20 △300

投資有価証券の売却による収入 115 15

貸付けによる支出 △5 －

貸付金の回収による収入 46 21

投資活動によるキャッシュ・フロー 816 △532
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（単位：百万円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

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 1,160 1,160

短期借入金の返済による支出 △1,470 △1,470

長期借入金の返済による支出 △7 △7

リース債務の返済による支出 △2 △3

自己株式の取得による支出 △1 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △236 △239

財務活動によるキャッシュ・フロー △557 △561

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,334 1,836

現金及び現金同等物の期首残高 6,306 4,788

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,972 6,625
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

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諸表が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及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。 

 当社の報告セグメントは、主に取扱商品別に本社に事業本部を置き、経済的特徴が類似している

事業セグメントを集約した「電力関連部門」、「化学機械関連部門」、「電子精機関連部門」、

「環境・船舶関連部門」としております。各部門の主な取扱商品は以下の通りであります。 

 
  

 
(注) 「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、新事業推進・営業開発関連部門、不動

産賃貸部門であります。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(追加情報)

１．報告セグメントの概要

セグメント 主 要 取 扱 商 品 ・ サ ー ビ ス
電  力 
関連部門

発電用タービン、ボイラー、送配電機器等諸設備

化学機械 
関連部門

化学機械、包装機械、食品機械、工業窯炉、冷熱機器、プラント設備、
工場設備、掘削機械、基礎工事機械

電子精機 
関連部門

工作機械、精密機械、電子機器、輸送機器

環境・船舶 
関連部門

上下水道処理プラント、廃棄物処理プラント、シールド、船舶部品、
各種機器

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３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
電  力 
関連部門

化学機械
関連部門

電子精機
関連部門

環境・船舶
関連部門

計

売上高

  外部顧客への売上高 79,952 8,993 6,812 9,581 105,340 1,373 106,714

  セグメント間の 

 内部売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 79,952 8,993 6,812 9,581 105,340 1,373 106,714

セグメント利益 
又は損失(△)

381 △85 178 △91 383 △53 330
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該

差額の主な内容(差異調整に関する事項)

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

(単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 383

「その他」の区分の利益 △53

四半期連結損益計算書の営業利益 330

(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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