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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 5,944 △12.0 675 △26.0 731 △19.5 454 △10.7
21年3月期第2四半期 6,757 ― 912 ― 908 ― 509 ―

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2四半期 21.39 ―
21年3月期第2四半期 23.95 ―

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2四半期 16,960 8,671 51.1 407.79
21年3月期 17,155 8,263 48.2 388.60

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  8,671百万円 21年3月期  8,263百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ― 4.00
22年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 12,300 △12.7 1,430 △21.5 1,480 △18.5 890 △11.9 41.85
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4.  その他 
(1) 期中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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果となる可能性があります。なお、業績予想の前提条件その他の関連する事項につきましては、添付資料の３～４ページを参照してください。 

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） 22年3月期第2四半期 21,300,000株 21年3月期 21,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 35,058株 21年3月期 34,434株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 21,265,287株 21年3月期第2四半期 21,270,548株
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当社グループを取り巻く事業環境は、新造船にかかる過年度までの豊富な受注残を背景に、舶用機器の需要は引き続き高水準で

推移いたしました。他方、半導体、情報通信関連分野は、前年度下期以降急速に落ち込んだ需要に反転の兆しはあるものの未だ本

格回復には至らず、賃貸ビル業においても、オフィス需要の後退に伴い空室率が上昇いたしました。また、設備投資及び住宅建設

の減少に伴い関連工事や関連資材向けの需要も低調に推移する等、全般に厳しい状況が続きました。

　このような状況の中で、当社グループは、生産体制の拡充や品質管理の強化により顧客ニーズへの一層の対応に努めるとともに、

受注全般について採算管理の一層の徹底を図る等、全事業部門を通じて、売上高の確保とコスト削減、業務の効率化等による収益

力の強化に努めましたが、需要低迷の影響を吸収するには至りませんでした。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は59億４千４百万円（前年同期比12.0％減）、営業利益は６億７千５百万円（同

26.0％減）、経常利益は７億３千１百万円（同19.5％減）、四半期純利益は、４億５千４百万円（同10.7％減）といずれも前年同

期実績を下回ることとなりました。

事業分野別の概況は次のとおりであります。

①機械関連事業

　舶用機器においては、国内造船所におけるバルカーなど新造船にかかる過年度までの豊富な受注残を背景に、大型化対応の設備

投資が完了した主力のハッチカバーに加え舶用大型ブロックの出荷が伸長し増収となりましたが、需要が弱含む自動車運搬船向け

カーデッキの落込により受注は減少いたしました。産業機器は、前年度まで堅調であった輸出仕様の重電関連機器を始め需要は全

般に低調で、売上、受注とも減少いたしました。

　設備施工は、設備投資が大幅に減少する中、新規工事、メンテナンス工事とも低調で、売上、受注とも減少を余儀なくされまし

た。

　この結果、機械関連事業全体では、売上高は43億８千４百万円（前年同期比8.7％減）、営業利益は６億６千１百万円（同15.6

％減）となりました。

②資源関連事業

　半導体封止材や液晶ガラスなどの原料であるハイシリカ（精製珪石粉等）は、前年度下期以降急速に落ち込んだ半導体関連及び

液晶関連の需要が、いずれも回復基調に転じたものの前年同期水準には及ばず、結晶質石灰石も住宅関連資材向け需要が減少し、

また、砂利、砂等の土木建設資材も、前年度上期における鬼怒川事業所の閉鎖等に伴い、いずれも減収となりました。また、砂利、砂等の土木建設資材も、前年度上期における鬼怒川事業所の閉鎖等に伴い、いずれも減収となりました。

　この結果、資源関連事業全体では、売上高は13億３百万円（前年同期比19.5％減）となり、営業損失３千３百万円（前年同期は

営業利益６千１百万円）の計上を余儀なくされました。

③不動産関連事業

　前年同期、一部テナントの入れ替わりにより落ち込んだ賃貸ビルの稼働率回復等に伴い、売上高は８千万円（前年同期比20.1％

増)、営業利益は４千２百万円（同69.5％増）となりました。

④その他の事業

　耐熱塗料の需要が、設備投資の減少等により大幅に落ち込んだことから、売上高は１億７千６百万円（前年同期比34.0％減）、

営業利益は６百万円（同84.7％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、169億６千万円となり、前連結会計年度末比１億９千４百万円減少いたしました。これ

は、現金及び預金が増加する一方、受取手形及び売掛金の減少、減価償却の進捗による有形固定資産の減少等によるものであります。

負債合計は82億８千９百万円となり、前連結会計年度末比６億２百万円減少いたしました。これは、有利子負債の減少等によるもの

であります。純資産合計は86億７千１百万円となり、前連結会計年度末比４億７百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が増

加したこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は51.1％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況
　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。)は、28億４百万円となり、前連結会計年度

末より６億３千５百万円（前連結会計年度比29.3％増）増加いたしました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　　 営業活動の結果得られた資金は、13億５千９百万円となりました。これは主に法人税等の支払額が１億４千７百万円あったも

 　のの、税金等調整前四半期純利益が７億４千２百万円、減価償却費が３億５千８百万円、売上債権の減少が５億５千万円あった

 　こと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　 　投資活動の結果使用した資金は、２億１千６百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出があったこと等

   によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動 結果使用した資金は 億 百万円となりました これは主に借入金 返済であります　　 財務活動の結果使用した資金は、５億４百万円となりました。これは主に借入金の返済であります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の連結業績予想につきましては、資源関連事業のハイシリカの需要が半導体関連、液晶関連とも回復
基調にあり、また、機械関連事業のうち、ハッチカバー、舶用大型ブロック等バルカー関連の受注は堅調であるものの、
自動車運搬船向けカーデッキや産業機器及び設備施工の需要が、関連設備投資の減少により、足許、予想以上に落ち込
んでいること等を勘案し、平成21年５月13日に発表いたしました業績予想を次のとおり修正いたします。

平成22年３月期の連結業績予想の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）
（単位：百万円）

売上高
１株当たり
当期純利益

13,200 1,640 1,660 970 45円61銭

12,300 1,430 1,480 890 41円85銭

△ 900 △ 210 △ 180 △ 80 －

△ 6.8 △ 12.8 △ 10.8 △ 8.2 －

14,086 1,821 1,816 1,010 47円50銭

【参考】平成22年３月期の個別業績予想の修正（平成21年４月１日～平成22年３月31日）

（単位：百万円）

売上高
１株当たり
当期純利益

12,200 1,520 1,560 910 42円79銭

11,400 1,370 1,390 820 38円56銭

△ 800 △ 150 △ 170 △ 90 －

△ 6.6 △ 9.9 △ 10.9 △ 9.9 －

13,038 1,707 1,749 988 46円49銭

４．その他

（1）期中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）

　　　　該当事項はありません。

（2）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

　　　四半期連結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。 　

（3）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

  　会計処理基準に関する事項の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の適用

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する
会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び｢工事契約に関する会計基準の適用指針｣(企業会計基準適
用指針第18号　平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工
事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められ、請負金額５千万円以
上かつ工期３ヶ月超の工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事につ
いては工事完成基準を適用しております。
　これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

今回発表予想（Ｂ）

増減額（Ｂ-Ａ）

増減率（％）

（ご参考）前期実績
（平成21年３月期）

増減率（％）

（ご参考）前期実績
（平成21年３月期）

営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ）

営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ）

今回発表予想（Ｂ）

増減額（Ｂ-Ａ）
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５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,097,483 2,443,925

受取手形及び売掛金 3,005,478 3,556,156

商品及び製品 164,081 276,543

仕掛品 863,217 766,056

原材料及び貯蔵品 288,319 367,551

その他 639,441 684,188

貸倒引当金 △8,048 △9,183

流動資産合計 8,049,974 8,085,237

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,591,440 2,665,727

機械装置及び運搬具（純額） 1,732,773 1,911,064

土地 2,506,114 2,530,188

その他（純額） 96,400 100,427

有形固定資産合計 6,926,729 7,207,408

無形固定資産 28,558 28,368

投資その他の資産   

投資有価証券 1,408,088 1,352,684

その他 553,300 486,629

貸倒引当金 △5,804 △5,299

投資その他の資産合計 1,955,584 1,834,014

固定資産合計 8,910,872 9,069,790

資産合計 16,960,847 17,155,028
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 941,846 1,024,785

短期借入金 3,494,736 3,537,906

未払法人税等 296,130 143,327

賞与引当金 166,453 182,211

役員賞与引当金 12,800 25,600

受注損失引当金 22,773 1,245

工事損失引当金 15,022 －

その他 876,917 1,130,505

流動負債合計 5,826,679 6,045,581

固定負債   

長期借入金 963,868 1,339,685

退職給付引当金 550,024 558,374

役員退職慰労引当金 101,945 101,342

操業停止損失引当金 99,594 113,769

環境安全対策引当金 65,731 65,731

その他 681,443 666,838

固定負債合計 2,462,607 2,845,741

負債合計 8,289,287 8,891,322

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100,000 1,100,000

資本剰余金 811,257 811,257

利益剰余金 6,584,350 6,214,449

自己株式 △8,754 △8,610

株主資本合計 8,486,853 8,117,095

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 153,087 125,173

繰延ヘッジ損益 △1,896 770

為替換算調整勘定 33,516 20,665

評価・換算差額等合計 184,707 146,609

純資産合計 8,671,560 8,263,705

負債純資産合計 16,960,847 17,155,028
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 6,757,080 5,944,748

売上原価 5,077,321 4,547,853

売上総利益 1,679,759 1,396,894

販売費及び一般管理費 766,920 721,627

営業利益 912,839 675,266

営業外収益   

受取利息 4,924 2,634

受取配当金 21,652 18,433

持分法による投資利益 22,968 74,570

保険解約返戻金 21,928 －

その他 36,231 29,352

営業外収益合計 107,704 124,990

営業外費用   

支払利息 44,021 33,714

休廃止鉱山管理費 31,403 20,768

産業廃棄物処理費用 25,790 －

その他 10,853 14,685

営業外費用合計 112,069 69,167

経常利益 908,473 731,089

特別利益   

固定資産売却益 33,793 26,783

事業所閉鎖精算益 11,703 －

その他 2,424 －

特別利益合計 47,921 26,783

特別損失   

固定資産処分損 4,671 2,408

減損損失 10,911 13,129

投資有価証券評価損 56,669 －

その他 6,381 －

特別損失合計 78,633 15,538

税金等調整前四半期純利益 877,761 742,335

法人税、住民税及び事業税 368,338 297,870

法人税等調整額 57 △10,499

法人税等合計 368,395 287,371

四半期純利益 509,366 454,963
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 877,761 742,335

減価償却費 366,583 358,277

減損損失 10,911 13,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 43,388 △8,349

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,924 603

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,061 △15,758

操業停止損失引当金の増減額（△は減少） △16,282 △14,175

受取利息及び受取配当金 △26,576 △21,067

支払利息 44,021 33,714

持分法による投資損益（△は益） △22,968 △74,570

投資有価証券評価損益（△は益） 56,669 －

有形固定資産売却損益（△は益） △33,793 △26,783

有形固定資産処分損益（△は益） 4,671 2,408

売上債権の増減額（△は増加） 168,427 550,677

たな卸資産の増減額（△は増加） △549,319 94,531

未収入金の増減額（△は増加） △91,174 △17,218

仕入債務の増減額（△は減少） 48,443 △49,982

未払金の増減額（△は減少） △16,010 1,758

未払消費税等の増減額（△は減少） △59,239 △16,669

未払費用の増減額（△は減少） △9,862 △127,021

前受金の増減額（△は減少） 106,898 △7,824

その他 17,953 14,239

小計 931,641 1,432,252

利息及び配当金の受取額 33,296 108,527

利息の支払額 △43,740 △34,310

和解金等の支払額 △1,371 －

法人税等の支払額 △436,405 △147,433

営業活動によるキャッシュ・フロー 483,420 1,359,036

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,034 △955

投資有価証券の売却による収入 9,879 －

有形固定資産の取得による支出 △504,593 △240,288

有形固定資産の売却による収入 19,681 39,356

貸付けによる支出 － △200

貸付金の回収による収入 19,420 4,110

その他 △18,286 △18,672

投資活動によるキャッシュ・フロー △474,931 △216,649

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） △55,999 △16,668

長期借入金の返済による支出 △458,792 △402,319

自己株式の取得による支出 △728 △143

配当金の支払額 △85,085 △85,062

財務活動によるキャッシュ・フロー △600,604 △504,193

現金及び現金同等物に係る換算差額 832 △2,634

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △591,283 635,558

現金及び現金同等物の期首残高 2,515,147 2,168,845

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,923,863 2,804,404
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（４） 継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

（５） セグメント情報

 ［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20年４月１日　至平成20年９月30日）
機械関連事業 資源関連事業 不動産関連事業 その他の事業 計 消去又は全社 連    結

　売       上       高 　 　
  （１）外部顧客に対する売上高 4,804,032 1,619,093 67,055 266,899 6,757,080 -          6,757,080
  （２）セグメント間の内部売上高 8,145 186 -          20 8,352 （ 8,352） -          
        又は振替高

計 4,812,177 1,619,280 67,055 266,919 6,765,433 （ 8,352） 6,757,080
営　　業　　利　　益 783,229 61,450 25,344 45,385 915,409 （ 2,569） 912,839

　当第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）

機械関連事業 資源関連事業 不動産関連事業 その他の事業 計 消去又は全社 連    結

　売       上       高 　 　

  （１）外部顧客に対する売上高 4,384,546 1,303,507 80,566 176,128 5,944,748 -          5,944,748

  （２）セグメント間の内部売上高 282 103 -          308 693 (   693) -          

        又は振替高

計 4,384,828 1,303,610 80,566 176,436 5,945,442 (   693) 5,944,748

営業利益又は営業損失（△） 661,207 △ 33,352 42,964 6,963 677,782 （ 2,515） 675,266

（注）１．事業区分の方法
      事業区分は、当社が内部管理上採用している売上集計区分に、連結子会社の業種との整合性を考慮して、機械関連事業、
    資源関連事業、不動産関連事業、その他の事業に区分しております。

各区分 属す 主要な製品等

　　　　　（単位：千円）

　　　　　（単位：千円）

２．各区分に属する主要な製品等

事業区分

舶用機器、空気予熱機ほかの一般産業機械等の設計製作及びプラント関連機器の製作、

機械装置の据付、施工、監理、ライナテックス（高純度天然ゴム）の仕入・加工・販売

結晶質石灰石の採掘・加工・販売、珪砂の仕入・販売、

砂利、砂、砕石の仕入・販売、ハイシリカ（精製珪石粉等）の製造・販売

ビルの賃貸業務

耐熱塗料の製造・販売

３．追加情報
（前第２四半期連結累計期間）
有形固定資産の耐用年数の変更
　当社及び連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機に、経済的耐用年数を見直した結果、第１四半期連結会計期間よ
り、機械装置の耐用年数を変更しております。
　これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益が、機械関連事業で40,327千円、資源関連事業で13,455千円、不動産関連事
業で857千円、その他の事業で233千円それぞれ減少しております。

 ［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20年４月１日　至平成20年９月30日）及び当第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）

　  　 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 ［海外売上高］
前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）及び当第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）

       海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当事項はありません。

その他の事業

主　　　　要　　　　製　　　　品　　　　等

不動産関連事業

資源関連事業

機械関連事業
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「参考」

　四半期個別財務諸表

　　四半期損益計算書

　　（第２四半期累計期間）

　　　　　　　　　（単位：千円）

売上高 6,215,381 5,572,056

売上原価 4,705,668 4,273,164

1,509,713 1,298,891

販売費及び一般管理費 680,163 634,228

829,550 664,663

営業外収益

受取利息 4,782 2,541

受取配当金 37,108 34,704

保険解約返戻金 21,928 －

その他 36,222 29,471

営業外収益計 100,041 66,718

営業外費用

売上総利益

営業利益

当第２四半期累計期間

（自　平成21年４月１日

　至　平成21年９月30日）

前第２四半期累計期間

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年９月30日）

支払利息 43,573 33,444

休廃止鉱山管理費 31,403 20,768

産業廃棄物処理費用 25,790 －

その他 5,743 14,313

営業外費用計 106,511 68,525

823,079 662,856

特別利益

固定資産売却益 33,793 26,779

事業所閉鎖精算益 11,703 －

その他 2,424 －

特別利益計 47,921 26,779

特別損失

固定資産処分損 3,997 2,408

減損損失 10,911 13,129

投資有価証券評価損 56,669 －

その他 6,381 －

特別損失計 77,959 15,538

793,041 674,097

331,662 294,924

3,299 △ 10,910

334,962 284,014

458,078 390,083

（注）この四半期損益計算書は 四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが 法定開示におけ

法人税等合計

四半期純利益

経常利益

税金等調整前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけ

　　るレビュー対象ではありません。
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