
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 電業社機械製作所 上場取引所 東 

コード番号 6365 URL http://www.dmw.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 柳瀬 宜浩

問合せ先責任者 （役職名） 取締役常務執行役員 管理本部長 （氏名） 山本 昇 TEL 055-975-8221
四半期報告書提出予定日 平成21年8月13日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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1四半期 1,752 14.2 △485 ― △574 ― △412 ―

21年3月期第1四半期 1,534 ― △379 ― △333 ― △244 ―

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1四半期 △88.53 ―

21年3月期第1四半期 △52.56 ―

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1四半期 26,465 13,145 49.7 2,823.86
21年3月期 27,324 13,365 48.9 2,871.02

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  13,145百万円 21年3月期  13,365百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 30.00 50.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,600 10.5 △630 ― △820 ― △620 ― △133.19

通期 26,300 31.3 1,420 6.7 1,270 25.5 610 △3.1 131.04



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  有  
（注）詳細は、5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) 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） 

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(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 

1.平成22年3月期第2四半期累計期間及び通期の連結業績予想及び個別業績予想の詳細は、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご覧ください。 
2.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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、
及び上記1に係る第2四半期累計期間及び通期の連結業績予想の具体的修正内容は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 

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1四半期 4,776,900株 21年3月期 4,776,900株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 121,739株 21年3月期 121,667株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 4,655,185株 21年3月期第1四半期 4,655,461株



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

（％表示は通期は対前期、第 2四半期累計期間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 

累計期間 
5,500 11.8 △590 － △780 － △590 － △126.74

通期 25,700 33.0 1,380 11.6 1,230 32.6 580 △0.8 124.59

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

  当第１四半期連結会計期間の世界経済は、昨秋以降の深刻な世界同時不況が継続しました。 

国内経済においては、急激に悪化した実体経済に対し、輸出や生産などの一部に持ち直しの動きが報告され環境変

化の兆しが伺われるものの、設備投資は大幅に減少するなど厳しい状況が継続しました。 

 風水力機械業界においても、厳しい経済環境を受け需要が減少している状況が継続しています。 

 このような環境下で、当社グループは積極的な営業活動を展開しましたが、当第１四半期連結会計期間における

受注総額は18億２百万円(前年同期比35.5％減)と減少しました。売上高につきましては、17億52百万円(同14.2％

増)を計上致しました。 

 また利益面につきましては、四半期経常損失５億74百万円（前年同期四半期経常損失３億33百万円）、四半期純

損失は４億12百万円（前年同期四半期純損失２億44百万円）となりました。 

 なお、当連結会計期間から工事進行基準が本格導入されましたが、当社グループは当連結会計期間に着手した工

事契約から適用を開始していることから、当第１四半期連結会計期間への影響は軽微です。また、当社グループ

は、連結会計期間末に完成する公共事業の割合が高いため第3四半期以降に売上高が集中するという季節的変動が

あります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態に関する状況 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して、８億59百万円減少して264億65百万円 

 となりました。これは、有価証券が35億55百万円、仕掛品が12億91百万円増加したものの、受取手形及び売掛金 

 が59億62百万円減少したためです。 

  また、負債は前連結会計年度末と比較して、６億39百万円減少して133億19百万円となりました。これは、前 

 受金が20億34百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が９億85百万円、短期借入金が６億円、未払法人税等 

 が３億43百万円及びその他の負債が７億13百万円減少したためです。 

  純資産は２億19百万円減少して131億45百万円となりました。 

  この結果、自己資本比率は、49.7％（前連結会計年度末48.9％）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より33億83百万円増加して、63億 

 35百万円となりました。 

  当第１四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りです。 

 （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45億29百万円の主な要因は、増加要因として、売上債権の減少59億62百万円、前受 

 金の増加20億34百万円があり、減少要因としては税金等調整前当期純損失５億74百万円、たな卸資産の増加12億 

 89百万円、仕入債務の減少9億85百万円及び法人税等の支払額３億30百万円があります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動による資金の減少４億51百万円の主な要因は、有形固定資産の取得による支出４億52百万円です。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動による資金の減少６億94百万円の主な要因は、短期借入金の返済による支出６億円です。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当連結会計年度の業績予想に関しては、売上面においては、通期の予想連結売上高は想定売上物件の移動により

当初の見通しに対し８億円減少の263億円となる見込みです。また、第２四半期連結累計期間の予想連結売上高

は、当初の見通しに対し７億円減少の56億円となる見込みです。 

 損益面においても、売上高の減少などに伴い、通期の営業利益と経常利益は減少する見込みです。また、第２四

半期連結累計期間の営業損失と経常損失は増加する見込みです。なお、当該予想に関する詳細は、本日（平成21年

８月13日）別途公表する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 また、当連結会計年度における通期の受注目標額は、当初の見通しと同じ242億円を目指します。 



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 

①簡便な会計処理 

 たな卸資産の評価方法 

  当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し前連結会計年度末の実地 

 たな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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  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 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

  請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額15億円以上かつ工期２年以上の工事について

は 工事進行基準を適用し、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）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期

連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四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

認められる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）を適用し、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。 

 これにより、売上高は22百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ５百

万円減少しております。  

  



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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 2,505,802 2,623,141

受取手形及び売掛金 5,143,148 11,105,273

有価証券 3,884,378 328,973

仕掛品 6,221,232 4,929,564

原材料及び貯蔵品 136,791 139,116

その他 921,199 640,318

貸倒引当金 △214 △982

流動資産合計 18,812,338 19,765,406

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,147,165 2,179,100

その他（純額） 1,476,798 1,452,813

有形固定資産合計 3,623,963 3,631,913

無形固定資産 170,394 182,272

投資その他の資産   

投資有価証券 2,393,878 2,035,190

その他 1,516,318 1,761,202

貸倒引当金 △51,449 △51,449

投資その他の資産合計 3,858,747 3,744,943

固定資産合計 7,653,105 7,559,128

資産合計 26,465,444 27,324,535

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,917,413 5,903,034

短期借入金 － 600,000

未払法人税等 27,301 370,783

前受金 5,416,559 3,381,724

受注損失引当金 177,308 196,079

製品保証引当金 125,518 156,447

役員賞与引当金 14,967 57,320

その他 1,359,363 1,980,703

流動負債合計 12,038,432 12,646,093

固定負債   

退職給付引当金 1,052,571 1,044,926

役員退職慰労引当金 11,449 10,835

その他 217,414 257,361

固定負債合計 1,281,435 1,313,123

負債合計 13,319,868 13,959,216



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 810,000 810,000

資本剰余金 111,319 111,319

利益剰余金 12,048,892 12,577,392

自己株式 △202,832 △202,738

株主資本合計 12,767,380 13,295,972

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 327,766 △8,325

繰延ヘッジ損益 50,364 77,600

評価・換算差額等合計 378,131 69,275

少数株主持分 64 69

純資産合計 13,145,575 13,365,318

負債純資産合計 26,465,444 27,324,535



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,534,213 1,752,534

売上原価 1,153,934 1,426,779

売上総利益 380,279 325,755

販売費及び一般管理費 759,383 811,684

営業損失（△） △379,103 △485,928

営業外収益   

受取利息 10,889 6,312

受取配当金 37,014 21,175

受取賃貸料 17,214 17,207

その他 4,873 13,040

営業外収益合計 69,992 57,736

営業外費用   

支払利息 187 209

投資有価証券評価損 14,530 141,119

その他 9,906 4,496

営業外費用合計 24,624 145,825

経常損失（△） △333,735 △574,018

税金等調整前四半期純損失（△） △333,735 △574,018

法人税、住民税及び事業税 29,556 1,644

法人税等調整額 △118,613 △163,540

法人税等合計 △89,057 △161,895

少数株主損失（△） △2 △3

四半期純損失（△） △244,675 △412,118



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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損失（△） △333,735 △574,018

減価償却費 95,322 125,603

貸倒引当金の増減額（△は減少） △463 △768

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,158 7,645

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △942 613

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35,434 △42,352

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,808 △18,771

製品保証引当金の増減額（△は減少） △15,973 △30,929

受取利息及び受取配当金 △47,904 △27,487

支払利息 187 209

金銭の信託運用損益（△は益） 85 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △757 －

固定資産処分損益（△は益） 3,821 －

投資有価証券評価損益（△は益） 14,530 141,119

為替差損益（△は益） 6 △2

その他の損益（△は益） 310 0

売上債権の増減額（△は増加） 6,301,983 5,962,125

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,523,425 △1,289,343

その他の資産の増減額（△は増加） △336,118 △122,292

仕入債務の増減額（△は減少） △1,538,171 △985,620

未払消費税等の増減額（△は減少） △686 △7,756

前受金の増減額（△は減少） 1,652,419 2,034,834

その他の負債の増減額（△は減少） △374,485 △341,778

小計 3,880,535 4,831,031

利息及び配当金の受取額 49,435 28,898

法人税等の支払額 △520,181 △330,326

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,409,790 4,529,603

投資活動によるキャッシュ・フロー   

金銭の信託の解約による収入 8,374 －

有形固定資産の取得による支出 △130,022 △452,197

有形固定資産の売却による収入 761 －

無形固定資産の取得による支出 △1,800 △380

投資有価証券の取得による支出 △289,804 －

貸付けによる支出 △180 －

貸付金の回収による収入 628 628

投資活動によるキャッシュ・フロー △412,043 △451,949



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △400,000 △600,000

リース債務の返済による支出 － △812

自己株式の取得による支出 △321 △93

配当金の支払額 △93,110 △93,657

少数株主への配当金の支払額 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △493,433 △694,564

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,504,306 3,383,091

現金及び現金同等物の期首残高 2,634,104 2,952,115

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,138,410 6,335,206



（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１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び         

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売を専ら事業としており、製品の性質、製造方法、販売 

 市場等の類似性から判断して、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び         

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  本邦以外の国または区域に所在する連結子会社及び在外支店はありません。 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。  

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     南アジア  ……  インド 

     西アジア  ……  サウジアラビア、アラブ首長国 

     中南米    ……  ベネズエラ 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。  

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     西アジア  ……  サウジアラビア、アラブ首長国他 

     南アジア  ……  インド 

     東アジア   ……  大韓民国 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（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。 

  南アジア 西アジア 中南米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 237,200 195,210 139,200 104,328 675,938 

Ⅱ 連結売上高（千円）         1,534,213 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
15.5 12.7 9.1 6.8 44.1 

  西アジア 南アジア 東アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 573,193 40,913 34,892 29,063 678,062 

Ⅱ 連結売上高（千円）         1,752,534 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
32.7 2.3 2.0 1.7 38.7 



６．その他の情報 

 受注及び販売の状況 

 （注）金額は販売価額によっており、消費税等は含まれていません。 

  

  

  

期別 

製品 

前四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

    至 平成20年６月30日） 

当四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 

    至 平成21年６月30日） 

（参考）前期 
（自 平成20年４月１日 

    至 平成21年３月31日） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

連
結
受
注
高 

ポンプ 1,383,434 49.5 1,382,881 76.7 14,253,063 65.1 

送風機 817,332 29.3 181,078 10.0 4,850,902 22.1 

バルブ 5,415 0.2 29,850 1.7 370,769 1.7 

その他 586,738 21.0 208,346 11.6 2,427,827 11.1 

計 2,792,919 100.0 1,802,156 100.0 21,902,562 100.0 

連
結
売
上
高 

ポンプ 961,434 62.7 1,409,979 80.5 13,487,505 67.3 

送風機 448,569 29.2 236,908 13.5 4,611,240 23.0 

バルブ 21,000 1.4 7,830 0.4 178,649 0.9 

その他 103,210 6.7 97,816 5.6 1,752,027 8.8 

計 1,534,213 100.0 1,752,534 100.0 20,029,422 100.0 

連
結
受
注
残
高 

ポンプ 17,461,634 76.1 17,778,094 75.3 17,805,192 75.6 

送風機 4,347,762 19.1 4,162,831 17.6 4,218,661 17.9 

バルブ 6,695 0.0 236,420 1.0 214,400 0.9 

その他 1,120,399 4.9 1,423,201 6.0 1,312,671 5.6 

計 22,936,490 100.0 23,600,546 100.0 23,550,924 100.0 
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