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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,638 △34.8 5 △98.6 △10 ― 23 △80.4
21年3月期第3四半期 4,045 ― 407 ― 389 ― 118 ―

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 2.07 ―
21年3月期第3四半期 10.56 ―

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 6,396 1,599 25.0 143.03
21年3月期 6,643 1,594 24.0 142.61

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  1,599百万円 21年3月期  1,594百万円

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 3.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,700 △28.2 30 △92.6 5 △98.7 30 △66.3 2.68
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(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。 

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 11,200,000株 21年3月期  11,200,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  20,103株 21年3月期  19,482株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 11,180,436株 21年3月期第3四半期 11,180,657株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、発表日現在における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り予想数値と異なる場
合があります。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を背景とした景気低迷が続くなか、

一部指標に改善の傾向が見られたものの、総じて設備投資は低水準であり、雇用情勢の更なる悪化、円

高による輸出産業への悪影響など、今後の景気の回復には時間を要することが予想され、先行き不透明

な状況で推移しました。 

 このような環境のもと、当第３四半期累計期間の業績は、製品事業部門売上2,096百万円(前年同四半

期比40.2％減)、不動産事業部門売上542百万円(前年同四半期比0.9％増)の、合計2,638百万円(前年同

四半期比34.8％減)と大幅な減収を余儀なくされました。 

 損益面におきましては大幅な減収の結果、営業利益5百万円(前年同四半期比401百万円減)、経常損失

10百万円(前年同四半期は経常利益389百万円)、四半期純利益は23百万円(前年同四半期比94百万円減)

となりました。 

 製品事業部門におきまして真空ポンプは高真空のドライ真空ポンプ、汎用型のドライ真空ポンプ、水

封式真空ポンプ、省電力で高性能な縦型ドライ真空ポンプが出荷されましたが、高真空のドライ真空ポ

ンプの落ち込みが著しく、売上高は842百万円(前年同四半期比52.3％減)となりました。 

 送風機・圧縮機は、ロータリブロワが、液体攪拌、空気輸送などの用途として出荷され、売上高は

474百万円(前年同四半期比38.4％減)となりました。 

 部品および修理は、消耗品の供給と出張修理や持込修理などが主なものですが、売上高は678百万円

(前年同四半期比15.7％減)となりました。 

 その他では、小型のオイルフリーポンプや脱水乾燥装置などで、売上高は100百万円(前年同四半期比

39.4％減)となりました。 

 輸出につきましては、汎用型のドライ真空ポンプが主にアメリカ、サウジアラビア、中国、シンガポ

ール、マレーシアに、ロータリブロワがアラブ首長国連邦、メキシコ、中国に出荷されました。 

 また、その他の製品と部品が中国、シンガポール、ミャンマーなどのアジア諸国ならびにアメリカに

出荷され、当第3四半期累計期間の輸出額は304百万円、製品売上高に対する輸出比率は14.5％となりま

した。 

 不動産事業部門におきましては、賃貸ビルの賃料引き下げが一部あったものの安定した賃料収入をあ

げ、売上高は542百万円(前年同四半期比0.9％増)となりました。 
  

総資産は現金及び預金が144百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が491百万円減少したこと等に

より前事業年度末比247百万円減少し、6,396百万円となりました。 

負債は長期借入金が229百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が231百万円減少、未払法人税等が

109百万円減少、短期借入金が105百万円減少したこと等により、前事業年度末比252百万円減少し4,797百

万円となりました。 

純資産は配当金の支払が33百万円あったものの、その他有価証券評価差額金が15百万円増加し、四半期

純利益計上が23百万円となったこと等により、4百万円微増の1,599百万円となりました。この結果、自己

資本比率は前事業年度末比1.0％上昇し25.0％となりました。 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末比244百

万円増加し、745百万円となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は320百万円となりました。これは、売上債権の減少による収入が491百万円

あったものの、仕入債務の減少による支出が231百万円あったこと等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金は86百万円の減少となりました。これは有形固定資産の取得による支出が104百万

円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金は10百万円の増加となりました。これは長期借入金の借入による収入が534百万円

あったものの、返済による支出が444百万円、社債の償還による支出が80百万円あったこと等によるもの

です。 
  

今後のわが国の経済状況につきましては政府の景気対策の効果もあり、景気の低迷は回復基調に転じた

との見方もあるものの、依然として企業収益、雇用情勢は厳しい状況で推移し、二番底のリスクもあると

懸念されております。 

当社といたしましては顧客に密着した営業活動強化により受注量の確保に努めてまいります。生産活動

においては引き続き生産効率の向上、製造コストの削減に努め収益の確保を図ります。 

 通期におきましては、売上高は3,700百万円、経常利益は5百万円を予想しており、当期純利益は30百万

円の見込みです。 
  

＜簡便な会計処理＞ 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率が前事業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、前事業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する方法によっております。 

 また、営業循環過程から外れた滞留の棚卸資産で第２四半期会計期間末において帳簿価額を処分見込

額まで切り下げているものについては、第２四半期会計期間末以降に著しい変化がないと認められるの

で、第２四半期会計期間末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。 

定率法を採用している固定資産については、事業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。 

＜四半期財務諸表の作成に特有の会計処理＞ 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

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法人税等の算定方法

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 745,084 600,758

受取手形及び売掛金 1,168,579 1,660,131

仕掛品 990,142 901,954

原材料及び貯蔵品 393,917 490,221

その他 196,420 99,964

貸倒引当金 △125 △167

流動資産合計 3,494,017 3,752,862

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,562,258 1,632,820

その他（純額） 767,427 819,372

有形固定資産合計 2,329,686 2,452,193

無形固定資産 3,562 8,047

投資その他の資産   

その他 858,660 734,434

貸倒引当金 △289,727 △303,607

投資その他の資産合計 568,932 430,827

固定資産合計 2,902,181 2,891,067

資産合計 6,396,199 6,643,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 642,083 873,698

短期借入金 1,113,848 1,219,077

未払法人税等 － 109,935

賞与引当金 23,138 77,622

その他 441,671 425,185

流動負債合計 2,220,741 2,705,519

固定負債   

社債 100,000 160,000

長期借入金 1,622,769 1,393,613

退職給付引当金 327,936 285,193

役員退職慰労引当金 109,208 101,843

その他 416,464 403,273

固定負債合計 2,576,378 2,343,923

負債合計 4,797,120 5,049,442
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,930 303,930

利益剰余金 458,519 468,947

自己株式 △6,715 △6,642

株主資本合計 1,540,735 1,551,236

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 58,343 43,251

評価・換算差額等合計 58,343 43,251

純資産合計 1,599,078 1,594,488

負債純資産合計 6,396,199 6,643,930
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 4,045,361 2,638,382

売上原価 3,169,888 2,169,149

売上総利益 875,473 469,232

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 161,901 157,542

賞与引当金繰入額 6,102 5,039

退職給付費用 5,667 13,666

役員退職慰労引当金繰入額 5,853 7,365

その他 288,797 279,817

販売費及び一般管理費合計 468,322 463,430

営業利益 407,150 5,802

営業外収益   

受取利息 1,537 1,437

受取配当金 6,842 4,379

助成金収入 － 9,350

その他 23,509 13,885

営業外収益合計 31,889 29,052

営業外費用   

支払利息 43,555 43,075

その他 5,624 2,340

営業外費用合計 49,179 45,416

経常利益又は経常損失（△） 389,860 △10,561

特別利益   

固定資産売却益 34 －

貸倒引当金戻入額 7,737 13,921

特別利益合計 7,771 13,921

特別損失   

たな卸資産評価損 51,245 －

たな卸資産除却損 － 7,510

固定資産除却損 － 3,434

その他 5,739 －

特別損失合計 56,985 10,944

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 340,646 △7,585

法人税、住民税及び事業税 182,831 3,567

法人税等調整額 39,774 △34,266

法人税等合計 222,606 △30,698

四半期純利益 118,039 23,113
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,277,231 869,500

売上原価 1,015,515 760,657

売上総利益 261,716 108,843

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 48,375 49,342

賞与引当金繰入額 6,102 5,039

退職給付費用 1,889 4,551

役員退職慰労引当金繰入額 2,792 2,455

その他 95,019 90,864

販売費及び一般管理費合計 154,179 152,253

営業利益又は営業損失（△） 107,537 △43,410

営業外収益   

受取利息 504 491

受取配当金 2,524 1,324

助成金収入 － 4,689

その他 3,134 2,859

営業外収益合計 6,163 9,364

営業外費用   

支払利息 14,582 14,410

その他 1,265 679

営業外費用合計 15,848 15,089

経常利益又は経常損失（△） 97,852 △49,135

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,075 －

特別利益合計 4,075 －

特別損失   

投資有価証券評価損 4,733 －

その他 18 －

特別損失合計 4,752 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 97,176 △49,135

法人税、住民税及び事業税 19,281 1,189

法人税等調整額 29,440 2,230

法人税等合計 48,722 3,420

四半期純利益又は四半期純損失（△） 48,454 △52,555
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

340,646 △7,585

減価償却費 160,940 149,838

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,494 △13,921

賞与引当金の増減額（△は減少） △58,123 △54,484

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,983 42,742

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,853 7,365

受取利息及び受取配当金 △8,380 △5,816

支払利息 43,555 43,075

投資有価証券評価損益（△は益） 4,733 －

固定資産除却損 926 3,434

固定資産除売却損益（△は益） 45 －

売上債権の増減額（△は増加） 299,208 491,551

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,566 8,116

その他の資産の増減額（△は増加） 6,298 17,794

仕入債務の増減額（△は減少） 252,545 △231,614

その他の負債の増減額（△は減少） 113,467 107,532

小計 1,050,672 558,027

利息及び配当金の受取額 8,727 6,037

利息の支払額 △39,581 △39,651

法人税等の支払額 △211,212 △203,811

営業活動によるキャッシュ・フロー 808,605 320,602

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 △334,061 △104,482

有形固定資産の売却による収入 1,837 3,753

貸付金の回収による収入 3,640 5,395

預り保証金の返還による支出 － △7,836

預り保証金の受入による収入 27,628 11,203

その他 14,360 5,041

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,594 △86,925

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） 189,000 34,000

長期借入れによる収入 376,000 534,000

長期借入金の返済による支出 △418,420 △444,073

社債の償還による支出 △92,500 △80,000

自己株式の取得による支出 △69 △73

配当金の支払額 △33,121 △33,204

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,889 10,649

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 542,900 244,325

現金及び現金同等物の期首残高 323,318 500,758
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の四半期末残高 866,219 745,084
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当第３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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) 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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 （部 門 別 売 上 高） 

 
(注)＊の輸出品構成比率は製品売上高に対するものであります。 

  

（製品受注高及び受注残高） 

 

  

  

  

  

  

6. その他の情報

売上高、受注高及び受注残高の状況

 
 

(単位：千円)

部 門 別

前   期 当   期

平成20年4月1日から 平成21年4月1日から 対前期増減率
平成20年12月31日まで 平成21年12月31日まで

金  額 比率％ 金  額 比率％ 金  額 比率％

製 真空ポンプ 1,768,060 43.7 842,718 32.0 △ 925,341 △ 52.3

品 送風機・圧縮機 770,207 19.0 474,807 18.0 △ 295,400 △ 38.4

事 部品及び修理 804,315 19.9 678,362 25.7 △ 125,953 △ 15.7

業 そ  の  他 165,501 4.1 100,375 3.8 △ 65,126 △ 39.4

部 小    計 3,508,086 86.7 2,096,263 79.5 △ 1,411,822 △ 40.2

門 内(輸出品) (699,590) ＊（19.9) (304,878) ＊（14.5) (△394,712) (△56.4)

不動産事業部門 537,275 13.3 542,118 20.5 4,843 0.9

合     計 4,045,361 100.0 2,638,382 100.0 △ 1,406,979 △ 34.8

(単位：千円)

製 品
受 注 高 受 注 残 高

前期 当期 対前期増減 前期 当期 対前期増減

真空ポンプ 1,519,792 996,763 △523,028 564,697 543,490 △21,207 

送風機・圧縮機 627,427 950,767 323,339 379,382 953,955 574,572

部品及び修理 789,598 622,488 △167,109 139,376 79,718 △59,658

そ  の  他 157,452 209,774 52,321 15,866 125,321 109,454

小    計 3,094,270 2,779,794 △314,476 1,099,324 1,702,484 603,160
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