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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 5,926 22.0 371 230.6 30 △73.4 △11 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △286百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △217百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △0.68 ―

23年3月期第2四半期 2.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 24,694 21,091 85.3
23年3月期 25,027 21,503 85.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  21,065百万円 23年3月期  21,476百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 8.00 8.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 13,400 35.2 600 347.7 280 191.9 140 △25.0 7.99



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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
半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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.3「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 17,657,000 株 23年3月期 17,657,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 125,986 株 23年3月期 125,670 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 17,531,081 株 23年3月期2Q 17,533,280 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２四半期という）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響によるサ

プライチェーンの寸断や原子力発電所の事故に端を発した電力不足が、企業の生産活動を抑制し低調に推移しまし

た。また、欧米における財政不安のなか、逃避通貨として日本円が買われた結果、円高が進んだため、輸出を収益

源とする多くの日本企業にとって厳しい経営環境が続いています。 

このような状況のなか、引き続き当社グループは、環境負荷を低減する製品を通じて、経営方針である顧客満足

度の向上に邁進してまいりました。その結果、高機能携帯端末等ＩＴ関連機器市場向け需要に震災復興需要も加わ

り、当第２四半期における受注高は71億30百万円（前年同期比55.5％増）となりました。売上高については、59億

26百万円（同22.0％増）、受注残高は110億１百万円（同58.9％増）となりました。 

損益面につきましては、売上高の増加、原価低減や諸経費削減に努めた結果、営業利益は３億71百万円（同

230.6％増）となりました。経常利益は、深刻な円高による為替差損の影響で、30百万円（同73.4％減）となり、

リース解約損の計上や法人税等により11百万円の四半期純損失（前年同期は43百万円の四半期純利益）となりまし

た。 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

【船舶用機器事業】 

世界における新造船受注は2009年を底に回復基調を示し、当第２四半期における受注高は14億49百万円（同

32.8％増）と増加しました。しかし、前期までの受注低迷や円高の影響もあり売上高は14億66百万円（同8.8％

減）、営業利益は１億30百万円（同45.5％減）、受注残高は22億78百万円（同9.1％減）となりました。 

【陸上用機器事業】 

空冷式熱交換器に関しましては、都市ごみ焼却プラント向けの更新需要が受注に結びついたものの、石油精製業

界では「エネルギー供給構造高度化法」に則った設備縮小化により、設備投資が低迷しました。その結果、当第２

四半期における受注高は６億54百万円（同14.0％減）、売上高は５億62百万円（同38.6％減）にとどまり、営業損

失は42百万円（前年同期は38百万円の営業利益）、受注残高は15億９百万円（前年同期比3.0％増）となりまし

た。 

【水処理装置事業】 

海水淡水化装置については、チリ国発電所向け小型海水淡水化プラントの受注はあったものの、全体的に低水準

で推移しました。一方、蒸発濃縮装置は、高機能携帯端末の旺盛な需要に支えられ、同関連業界向けの受注が伸長

し、震災復興需要も加わって、好調に推移しました。当第２四半期における受注高は43億10百万円（同118.4％

増）と大幅増となりました。売上高は29億29百万円（同72.6％増）、営業利益は３億49百万円（前年同期は30百万

円の営業損失）、受注残高は60億５百万円（前年同期比323.9％増）となりました。 

【消音冷熱装置事業】 

火力発電所向けの騒音防止装置の受注が増え、かねてより営業活動を行って来た高速道路用途向けの騒音防止装

置の受注に成功したものの、当事業分野においては依然として需要が低迷しております。その結果、当第２四半期

における受注高は７億８百万円（同5.4％減）となりました。売上高は９億60百万円（同53.5％増）と増加しまし

たが、営業損失は70百万円（前年同期は１億41百万円の営業損失）となり、受注残高は12億７百万円（前年同期比

21.2％減）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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246億94百万円となり、前期末と比べて３億33百万円減少しま 

した。その主な内訳は受取手形及び売掛金が12億63百万円、仕掛品が５億18百万円それぞれ増加したものの、現金

及び預金が17億64百万円、投資有価証券が評価減等により２億69百万円それぞれ減少したことによるものです。 

負債合計は36億２百万円となり、前期末と比べて78百万円増加しました。その主な内訳は支払手形及び買掛金が

４億20百万円、長期未払金が２億11百万円それぞれ増加したものの、役員退職慰労引当金が２億41百万円、固定負

債の繰延税金負債が１億65百万円、退職給付引当金が１億37百万円それぞれ減少したことによるものです。 

純資産合計は210億91百万円となり、前期末と比べて４億11百万円減少しました。その主な内訳はその他有価証

券評価差額金が２億64百万円、繰越利益剰余金が１億34百万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24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年８月10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23年11月10日）公表の「平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想値と

実績値との差異および通期業績予想の修正ならびに為替差損の発生に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,797,873 9,032,900 

受取手形及び売掛金 4,541,462 5,804,511 

有価証券 200,140 101,550 

仕掛品 993,504 1,512,353 

原材料及び貯蔵品 634,252 646,509 

前渡金 6,283 13,051 

前払費用 29,214 76,941 

繰延税金資産 201,938 198,670 

その他 61,083 51,650 

貸倒引当金 △8,912 △4,403 

流動資産合計 17,456,839 17,433,735 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,746,262 5,737,031 

減価償却累計額 △3,976,947 △4,022,999 

建物及び構築物（純額） 1,769,315 1,714,032 

機械装置及び運搬具 2,430,406 2,441,133 

減価償却累計額 △2,077,509 △2,116,831 

機械装置及び運搬具（純額） 352,897 324,302 

工具、器具及び備品 1,023,040 1,028,495 

減価償却累計額 △954,789 △971,038 

工具、器具及び備品（純額） 68,250 57,457 

土地 1,925,989 1,924,694 

リース資産 134,035 154,041 

減価償却累計額 △86,762 △94,153 

リース資産（純額） 47,272 59,888 

建設仮勘定 － 7,361 

有形固定資産合計 4,163,725 4,087,737 

無形固定資産   

リース資産 10,450 30,983 

その他 10,666 9,587 

無形固定資産合計 21,116 40,571 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,103,475 2,834,294 

長期前払費用 6,126 20,226 

繰延税金資産 47,694 49,873 

その他 260,077 255,893 

貸倒引当金 △31,377 △28,077 

投資その他の資産合計 3,385,997 3,132,210 

固定資産合計 7,570,840 7,260,519 

資産合計 25,027,679 24,694,254 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 819,614 1,240,028 

リース債務 33,671 31,568 

未払費用 63,809 67,815 

未払法人税等 31,215 39,442 

前受金 41,600 49,053 

賞与引当金 211,050 263,709 

役員賞与引当金 1,800 900 

工事補償等引当金 124,903 98,618 

受注損失引当金 73,200 53,000 

その他 280,907 204,348 

流動負債合計 1,681,772 2,048,484 

固定負債   

リース債務 24,029 69,412 

繰延税金負債 307,128 141,805 

退職給付引当金 1,245,044 1,107,643 

役員退職慰労引当金 265,852 23,927 

長期未払金 － 211,000 

固定負債合計 1,842,055 1,553,789 

負債合計 3,523,828 3,602,273 

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 17,198,472 17,063,843 

自己株式 △83,820 △83,988 

株主資本合計 21,019,487 20,884,690 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 480,568 215,932 

為替換算調整勘定 △23,667 △35,260 

その他の包括利益累計額合計 456,901 180,671 

少数株主持分 27,463 26,618 

純資産合計 21,503,851 21,091,980 

負債純資産合計 25,027,679 24,694,254 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 4,857,670 5,926,753 

売上原価 3,720,580 4,515,856 

売上総利益 1,137,089 1,410,896 

販売費及び一般管理費   

運賃 54,922 56,128 

販売手数料 59,543 37,327 

広告宣伝費 4,393 10,634 

貸倒引当金繰入額 1,572 919 

役員報酬 55,403 62,110 

従業員給料及び手当 257,679 290,404 

賞与引当金繰入額 79,337 84,159 

役員賞与引当金繰入額 600 900 

福利厚生費 67,996 74,027 

退職給付引当金繰入額 31,831 37,035 

役員退職慰労引当金繰入額 17,259 12,175 

旅費及び交通費 46,333 54,881 

賃借料 26,617 30,115 

工事補償等引当金繰入額 13,000 10,125 

研究開発費 110,595 84,332 

減価償却費 31,289 29,410 

その他 166,446 165,097 

販売費及び一般管理費合計 1,024,822 1,039,782 

営業利益 112,266 371,113 

営業外収益   

受取利息 21,236 16,033 

受取配当金 27,753 25,907 

貸倒引当金戻入額 － 3,300 

投資有価証券評価益 － 38,280 

持分法による投資利益 201,360 － 

その他 17,104 5,039 

営業外収益合計 267,454 88,560 

営業外費用   

支払利息 389 237 

持分法による投資損失 － 8,807 

為替差損 261,542 419,315 

その他 3,803 1,030 

営業外費用合計 265,735 429,392 

経常利益 113,986 30,281 
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 5,427 

固定資産売却益 3,760 － 

工事補償等引当金戻入額 6,129 － 

特別利益合計 9,889 5,427 

特別損失   

固定資産除却損 28 1,477 

投資有価証券評価損 25,715 － 

リース解約損 － 10,869 

特別損失合計 25,743 12,346 

税金等調整前四半期純利益 98,132 23,362 

法人税、住民税及び事業税 41,692 30,163 

法人税等調整額 8,415 353 

法人税等合計 50,107 30,516 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

48,024 △7,153 

少数株主利益 4,059 4,755 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 43,965 △11,909 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 48,024 △7,153 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △246,304 △264,636 

為替換算調整勘定 △13,103 △13,866 

持分法適用会社に対する持分相当額 △5,734 △499 

その他の包括利益合計 △265,142 △279,002 

四半期包括利益 △217,117 △286,156 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △218,555 △288,138 

少数株主に係る四半期包括利益 1,438 1,982 
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 98,132 23,362 

減価償却費 155,322 144,998 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,372 △7,808 

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,435 52,658 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △900 △900 

工事補償等引当金の増減額(△は減少) △56,670 △26,285 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 8,700 △20,200 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △175,868 △135,705 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 603 △241,924 

受取利息及び受取配当金 △48,989 △41,940 

支払利息 389 237 

為替差損益（△は益） 177,745 392,403 

持分法による投資損益（△は益） △201,360 8,807 

固定資産除売却損益（△は益） △3,731 1,477 

投資有価証券評価損益（△は益） 25,715 △38,280 

リース解約損 － 10,869 

売上債権の増減額（△は増加） 726,946 △1,255,820 

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,208 △537,133 

仕入債務の増減額（△は減少） △188,086 415,584 

その他 26,732 92,742 

小計 625,697 △1,162,855 

利息及び配当金の受取額 277,945 44,033 

利息の支払額 △367 △241 

法人税等の支払額 △47,374 △22,941 

営業活動によるキャッシュ・フロー 855,901 △1,142,005 

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 △20,000 

有価証券の売却及び償還による収入 250,000 200,000 

有形固定資産の取得による支出 △17,877 △49,883 

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 △210,917 △234,143 

その他 130 2,506 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,604,949 △101,519 

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 △17,980 △17,484 

自己株式の取得による支出 △794 △168 

配当金の支払額 △122,630 △122,719 

少数株主への配当金の支払額 △2,924 △2,827 

財務活動によるキャッシュ・フロー △144,329 △143,199 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,434 △398,247 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,941,812 △1,784,972 

現金及び現金同等物の期首残高 9,015,547 10,797,873 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,073,734 9,012,900 
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該当事項はありません。 

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 

前第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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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。 

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

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

  

報告セグメント 
その他 

（注）１ 
合計 

（注）２ 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  1,466,672  562,617  2,929,168  960,787  5,919,246  7,506  5,926,753

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －  －

計  1,466,672  562,617  2,929,168  960,787  5,919,246  7,506  5,926,753

セグメント利益 
又は損失（△）  130,010  △42,162  349,284  △70,927  366,204  4,908  371,113

（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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