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1. 平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日）

 (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 ％

23年３月期第１四半期 1,031 36.2 19 17.6 20 51.5 30 94.7

22年３月期第１四半期 757 △33.9 16 △82.5 13 △84.0 15 ―

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１四半期 2.69 ―

22年３月期第１四半期 1.38 ―

 (2) 財政状態

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１四半期 6,592 1,575 23.9 140. 93

22年３月期 6,496 1,590 24.5 142. 24

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 1,575百万円 22年３月期 1,590百万円

2. 配当の状況

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 ― 3.00 3.00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0.00 ― 3.00 3.00

3. 平成23年３月期の業績予想（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(累計)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(累計) 2,500 41.3 25 △48.8 15 △60.7 20 △73.6 1.78
通期 5,030 24.5 180 943.8 160 ― 110 ― 9.82



 
 (注) 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の有無となります。 

 

 
 (注) 「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載される四半期財務諸表 

     作成に係わる会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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

了いたしました。 

  

・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）P.3「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.3「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 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１Ｑ 11,200,000株 22年３月期 11,200,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 20,223株 22年３月期 20,103株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 11,179,817株 22年３月期１Ｑ 11,180,518株

※ 四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、経済対策効果などを背景に一部回復基調が見られると

ともに、中国をはじめアジア新興国への輸出に支えられ、企業収益は改善に向かうなど緩やかな回復傾

向となりましたが、企業の設備投資や雇用環境は依然として低水準であり、また、欧州諸国の経済危機

に端を発した円高や株安の影響が続いており、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

このような経営環境のもと、当社の業績は製造事業売上高860百万円、不動産事業売上高171百万円の

合計1,031百万円となりました。 

損益面におきましては、営業利益19百万円、経常利益20百万円、四半期純利益は30百万円となりまし

た。 

セグメント別に示しますと製造事業では液晶表示製造装置用および半導体製造装置用の真空ポンプが

回復し、売上高は486百万円となりました。 

送風機・圧縮機においても製紙会社向けやガス輸送向けの用途があったこと等により、売上高は163

百万円、部品および修理の売上高は196百万円、その他の売上高14百万円となりました。また、輸出関

係につきましてはインド、韓国、中国、タイ等アジア諸国向けが主なもので売上高は93百万円となりま

した。 

不動産事業につきましては、市況の低迷を受け、一部賃料の値下げを余儀なくされたこともあり、売

上高は171百万円となりました。 

  

総資産は投資有価証券が21百万円減少したものの、現預金が55百万円増加、仕掛品が67百万円増加し

たこと等により前事業年度末比95百万円増加し、6,592百万円となりました。  

  純資産はその他有価証券評価差額金が11百万円減少し、1,575百万円となりました。この結果、自己

資本比率は前事業年度末比0.6％低下し、23.9％となりました。 

  当第1四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55百

万円増加し、1,009百万円となりました。 

（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174百万円となりました。主な要因は仕入の債務の増加による収入が199

百万円、減価償却費による収入が35百万円、たな卸資産の増加による支出が71百万円、賞与引当金の減

少による支出が50百万円です。 

  前年同四半期会計期間との比較では、資金の増加額は112百万円増加しました。これは主に売上債権

の増加による支出が478百万円増加したものの、仕入債務の増加による収入が396百万円増加したこと、

法人税等の支払額の減少による収入が101百万円、たな卸資産の減少による収入が67百万円各々増加し

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16百万円の減少となりました。これは主に預り保証金の返還によるものです。

 前年同四半期会計期間との比較では、資金の減少額が73百万円から16百万円へ56百万円減少しまし

た。これは有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものです。 

（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103百万円の減少となりました。これは短期借入金の増加による収入が90百万

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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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円あったものの、長期借入金の返済による支出が159百万円、配当金の支払による支出33百万円があ

ったこと等によるものです。 

 前年同四半期会計期間との比較では、資金の減少が67百万円増加しました。これは主に長期借入金の

返済による支出が減少したこと等によるものです。 

  

 今後の見通しにつきましては、経済は長引く低迷から一部回復傾向にあります。当社におきまし 

 ては原材料の高騰や販売競争の激化による影響が続くと予想されますが、液晶関連を中心に売上、 

 利益ともに大きく回復する見込みです。 

 当会計年度(平成23年３月期)の業績見通しにつきましては、売上高5,030百万円、営業利益180百 

 万円、経常利益160百万円、当期純利益110百万円を見込んでおります。 

  

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等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を使用して貸倒見積高を算定しております。          

当第１四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、前事業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、営業循環過程から外れた滞留の棚卸資産で前事業年度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、前事業年度以降に著しい変化がないと認められるので、前事業年度末に

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。  

当第１四半期会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）             

 該当事項はありません。 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「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。 

 これによる利益に与える影響はありません。 

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ＜簡便な会計処理＞   

 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 

  ＜四半期財務諸表の作成に特有の会計処理＞   

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,009,022 953,850

受取手形及び売掛金 1,424,472 1,421,709

仕掛品 811,956 744,879

原材料及び貯蔵品 319,283 314,692

その他 164,533 191,330

貸倒引当金 △142 △142

流動資産合計 3,729,125 3,626,320

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,514,348 1,541,171

その他（純額） 752,138 745,468

有形固定資産合計 2,266,486 2,286,640

無形固定資産 1,070 2,067

投資その他の資産

その他 885,680 871,335

貸倒引当金 △289,714 △289,714

投資その他の資産合計 595,966 581,621

固定資産合計 2,863,523 2,870,329

資産合計 6,592,648 6,496,649

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 923,485 724,251

短期借入金 1,165,112 1,096,032

未払法人税等 3,202 －

賞与引当金 22,276 72,661

その他 452,722 398,115

流動負債合計 2,566,798 2,291,060

固定負債

社債 50,000 50,000

長期借入金 1,565,823 1,704,601

退職給付引当金 359,235 343,336

役員退職慰労引当金 114,118 111,663

その他 361,123 405,709

固定負債合計 2,450,300 2,615,310

負債合計 5,017,098 4,906,370
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,930 303,930

利益剰余金 439,526 443,029

自己株式 △6,730 △6,715

株主資本合計 1,521,726 1,525,245

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 53,823 65,033

評価・換算差額等合計 53,823 65,033

純資産合計 1,575,550 1,590,279

負債純資産合計 6,592,648 6,496,649
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

売上高 757,682 1,031,911

売上原価 581,623 864,639

売上総利益 176,059 167,272

販売費及び一般管理費

給料及び手当 48,926 47,043

賞与引当金繰入額 4,959 4,545

退職給付費用 4,511 4,323

役員退職慰労引当金繰入額 2,455 2,455

貸倒引当金繰入額 58 0

その他 98,894 89,782

販売費及び一般管理費合計 159,804 148,150

営業利益 16,254 19,122

営業外収益

受取利息 470 475

受取配当金 2,874 3,067

助成金収入 4,661 2,935

その他 4,557 9,056

営業外収益合計 12,564 15,535

営業外費用

支払利息 14,229 13,576

その他 966 439

営業外費用合計 15,195 14,015

経常利益 13,622 20,642

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,688 －

特別利益合計 3,688 －

特別損失

固定資産除却損 － 9,226

投資有価証券評価損 － 4,923

その他 42 －

特別損失合計 42 14,150

税引前四半期純利益 17,268 6,491

法人税、住民税及び事業税 1,189 1,189

法人税等調整額 651 △24,733

法人税等合計 1,840 △23,544

四半期純利益 15,428 30,035
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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１四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30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 17,268 6,491

減価償却費 48,414 35,605

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,629 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △53,724 △50,385

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,468 15,898

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,455 2,455

受取利息及び受取配当金 △3,345 △3,543

支払利息 14,229 13,576

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,923

固定資産除却損 42 9,226

売上債権の増減額（△は増加） 475,899 △2,762

たな卸資産の増減額（△は増加） △139,103 △71,667

その他の資産の増減額（△は増加） △3,349 △2,871

仕入債務の増減額（△は減少） △196,894 199,233

その他の負債の増減額（△は減少） 2,838 28,897

小計 174,571 185,078

利息及び配当金の受取額 3,011 3,742

利息の支払額 △12,572 △13,101

法人税等の支払額 △102,707 △1,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 62,303 174,563

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 △75,511 △2,872

有形固定資産の売却による収入 3,753 －

貸付金の回収による収入 3,038 1,058

預り保証金の返還による支出 △1,000 △10,441

その他の支出 △3,289 △3,877

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,009 △16,132

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） 170,000 90,000

長期借入金の返済による支出 △162,150 △159,698

社債の償還による支出 △10,000 －

自己株式の取得による支出 － △15

配当金の支払額 △33,576 △33,545

財務活動によるキャッシュ・フロー △35,726 △103,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,432 55,172

現金及び現金同等物の期首残高 500,758 953,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 454,325 1,009,022
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当第１四半期会計期間(自 平成22年4月1日 至 平成22年6月30日) 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当第１四半期会計期間より「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。 

  

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。 

 当社は真空ポンプ、ブロワ等各種ポンプの製造販売事業を展開している「製造事業」とオフィスビルを

中心に不動産賃貸事業を展開している「不動産事業」の２つを報告セグメントとしております。  

  

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１四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
  

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損益計算書計上額（営業利益）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） 

該当事項はありません。 

  

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

   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

【セグメント情報】

(単位：千円)

製造事業 不動産事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 860,594 171,317 1,031,911

  セグメント間の内部売上高又は振替高  ─ ─ ─

計 860,594 171,317 1,031,911

セグメント利益又は損失（△） △116,107 135,229 19,122

(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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(注)＊の輸出品構成比率は製造事業売上高に対するものです。 

  

 (製造事業受注高及び受注残高) 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

4. 補足情報

  売上高、受注高及び受注残高の状況

(セグメント別売上高)

 
 

(単位：千円)

 前第１四半期 当第１四半期

平成21年4月1日から 平成22年4月1日から 対四半期増減率
平成21年6月30日まで 平成22年6月30日まで

製  造  事  業
金  額 比率％ 金  額 比率％ 金  額 比率％

製品別

真空ポンプ 241,212 31.8 486,295 47.1 245,082 101.6

送風機・圧縮機 114,449 15.1 163,241 15.8 48,792 42.6

部品及び修理 175,725 23.2 196,447 19.0 20,722 11.8

そ  の  他 43,127 5.7 14,610 1.5 △28,517 △66.1

製造事業計 574,514 75.8 860,594 83.4 286,079 49.8

内(輸出品) (58,951) ＊（10.3) (93,865) ＊（10.9) (34,914) (59.2)

不 動 産 事 業 183,168 24.2 171,317 16.6 △11,850 △6.5

合     計 757,682 100.0 1,031,911 100.0 274,228 36.2

(単位：千円)

受 注 高 受 注 残 高

前第１四半期 当第１四半期 対四半期増減 前第１四半期 当第１四半期 対四半期増減

製 造 事 業 

製品別

真空ポンプ 198,410 593,232 394,821 346,643 740,458 393,814

送風機・圧縮機 410,250 167,471 △242,778 773,796 643,607 △130,188

部品及び修理 191,767 244,659 52,892 151,633 121,606 △30,027

そ  の  他 45,161 3,425 △41,736 17,956 10,375 △7,581

小    計 845,589 1,008,788 163,199 1,290,030 1,516,047 226,017
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