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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 9,288 4.3 △349 ― △423 ― △349 ―

22年3月期第3四半期 8,908 20.8 △606 ― △572 ― △365 ―

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3四半期 △76.76 ―

22年3月期第3四半期 △78.48 ―

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3四半期 19,845 13,633 68.7 2,996.09
22年3月期 24,358 14,189 58.3 3,118.34

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  13,633百万円 22年3月期  14,189百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

23年3月期の期末配当（予想）40円00銭は、普通配当30円00銭と創業100周年記念配当10円00銭の合計額です。 

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 ― 20.00 ― 30.00 50.00
23年3月期 ― 20.00 ―

23年3月期 
（予想）

40.00 60.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 20,200 △16.6 750 △56.3 680 △61.3 290 △72.1 63.73



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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きの対象外であり、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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
2.平成22年10月29日に公表しました通期連結業績予想を修正しています。 

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。）

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） 23年3月期3Q  4,776,900株 22年3月期  4,776,900株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  226,612株 22年3月期  226,427株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  4,550,408株 22年3月期3Q  4,655,163株



【参考】 

  

平成23年３月期の個別業績予想（平成22年4月１日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無 有 

  

  

  （％表示は、対前期増減率）

  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

通期  19,500  △17.7  680  △59.7  620  △64.3  255  △75.3   56.04
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間の世界経済は、高い成長率が続くアジア経済などの影響もあり、緩やかに回復しま

した。 

国内経済においては、企業収益が改善し設備投資が持ち直すなど緩やかに回復してきましたが、輸出の伸びが

鈍化してきたことや、公共投資予算の削減などから、景気は足踏み状態となっています。 

風水力機械業界においては、円高の影響や公共投資予算の削減などから、需要が伸び悩んでいます。 

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た結果、当第３四半期連結累計期間における

受注総額は109億53百万円（前年同期比11.0％増）となりました。売上高については、92億88百万円（同4.3％増）

を計上致しました。また損益面については、営業損失３億49百万円（前年同期は６億６百万円の損失）、経常損失

４億23百万円（前年同期は５億72百万円の損失）、四半期純損失３億49百万円（前年同期は３億65百万円の損失）

となりました。 

なお、当社グループの売上高計上は、公共事業物件の割合が高いため連結会計年度末に集中する季節性を有し

ております。 

  

  

（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３四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、45億12百万円減少して198億45百万円

となりました。これは主に、有価証券が11億円、仕掛品が５億43百万円、現金及び預金が２億71百万円増加したも

のの、受取手形及び売掛金が62億38百万円、投資有価証券が２億13百万円減少したことによるものです。 

また、負債は前連結会計年度末と比較して、39億55百万円減少して62億12百万円となりました。これは主に、前

受金が２億29百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が25億７百万円、未払法人税等が７億54百万円、流動負

債のその他が７億87百万円減少したことによるものです。 

純資産は５億56百万円減少して136億33百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、68.7％（前連結会計年度末58.3％）となりました。  

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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13億72百万円増加して、27億69百

万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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17億56百万円の主な要因は、増加要因として、売上債権の減少62億38百万円、前受金

の増加２億29百万円があり、減少要因としては、仕入債務の減少25億７百万円及び法人税等の支払額７億43百万円

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１億68百万円の主な要因は、有形固定資産の取得による支出１億42百万円です。 

（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２億14百万円の主な要因は、配当金の支払２億９百万円です。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当連結会計年度の通期の連結損益予想に関しては、前回予想（平成22年10月29日時点）に対し原価低減が進

み、営業利益が７億50百万円、経常利益が６億80百万円、当期純利益２億90百万円と改善する見込みです。  

また、当連結会計年度における受注予想額は、年度前半の不振を後半で挽回すべく鋭意受注活動に努めており

ますが、前回予想（平成22年10月29日時点）の202億円が191億円に減少する見込みです。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（１）重要な子会社の異動の概要（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３四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、第２四半期連結 

  会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出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な会計処理の適用 

  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 

  資産除去債務に関する会計基準の適用 

   第１四半期連結会計期間より、「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。これによる影響はありません。 

  

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,668,168 1,396,711

受取手形及び売掛金 5,539,343 11,777,814

有価証券 1,100,853 －

仕掛品 3,721,115 3,177,396

原材料及び貯蔵品 130,621 136,945

その他 1,057,810 614,512

貸倒引当金 － △430

流動資産合計 13,217,912 17,102,952

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,991,217 2,069,705

その他（純額） 1,240,623 1,333,928

有形固定資産合計 3,231,841 3,403,634

無形固定資産 160,945 189,772

投資その他の資産   

投資有価証券 1,946,812 2,160,080

その他（純額） 1,339,040 1,553,017

貸倒引当金 △51,449 △51,449

投資その他の資産合計 3,234,403 3,661,648

固定資産合計 6,627,191 7,255,056

資産合計 19,845,103 24,358,008

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,561,379 5,068,985

未払法人税等 9,098 763,311

前受金 1,317,236 1,088,230

受注損失引当金 150,093 115,796

製品保証引当金 148,460 171,440

役員賞与引当金 35,526 58,020

その他 803,940 1,591,624

流動負債合計 5,025,734 8,857,408

固定負債   

退職給付引当金 949,141 1,073,436

役員退職慰労引当金 11,214 13,290

その他 225,949 223,894

固定負債合計 1,186,306 1,310,621

負債合計 6,212,040 10,168,029



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 810,000 810,000

資本剰余金 111,319 111,319

利益剰余金 12,830,058 13,406,849

自己株式 △378,881 △378,598

株主資本合計 13,372,496 13,949,569

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 235,176 264,184

繰延ヘッジ損益 25,390 △23,847

評価・換算差額等合計 260,567 240,337

少数株主持分 － 71

純資産合計 13,633,063 14,189,979

負債純資産合計 19,845,103 24,358,008



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 8,908,354 9,288,151

売上原価 6,996,381 7,335,382

売上総利益 1,911,972 1,952,768

販売費及び一般管理費 2,518,598 2,302,294

営業損失（△） △606,625 △349,525

営業外収益   

受取利息 20,430 17,210

受取配当金 35,988 35,873

受取賃貸料 52,262 52,406

その他 29,459 17,076

営業外収益合計 138,141 122,567

営業外費用   

支払利息 289 －

投資有価証券売却損 87,773 －

投資有価証券評価損 － 163,068

その他 16,283 33,075

営業外費用合計 104,347 196,143

経常損失（△） △572,831 △423,101

税金等調整前四半期純損失（△） △572,831 △423,101

法人税、住民税及び事業税 5,666 4,738

法人税等調整額 △213,152 △78,572

法人税等合計 △207,486 △73,834

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △349,267

少数株主損失（△） △5 －

四半期純損失（△） △365,340 △349,267



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△） △572,831 △423,101

減価償却費 410,622 376,656

貸倒引当金の増減額（△は減少） △897 △430

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,150 △124,294

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,841 △2,075

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,843 △22,493

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,072 34,297

製品保証引当金の増減額（△は減少） △24,332 △22,979

受取利息及び受取配当金 △56,419 △53,084

支払利息 289 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 87,773 －

固定資産処分損益（△は益） 1,820 1,217

投資有価証券評価損益（△は益） － 163,068

為替差損益（△は益） △214 1,320

その他の損益（△は益） △1 2

売上債権の増減額（△は増加） 7,028,675 6,238,471

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,672,233 △537,394

その他の資産の増減額（△は増加） △289,863 △124,554

仕入債務の増減額（△は減少） △1,734,611 △2,507,605

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,222 △243,171

前受金の増減額（△は減少） 1,009,623 229,006

その他の負債の増減額（△は減少） △277,977 △535,399

小計 910,420 2,447,454

利息及び配当金の受取額 57,614 53,032

利息の支払額 △79 －

法人税等の支払額 △334,419 △743,655

営業活動によるキャッシュ・フロー 633,535 1,756,831

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 △997,200 △142,377

有形固定資産の売却による収入 350 50

無形固定資産の取得による支出 △19,377 △27,635

投資有価証券の取得による支出 △200,000 －

投資有価証券の売却による収入 442,343 －

子会社株式の取得による支出 － △70

貸付けによる支出 △180 △540

貸付金の回収による収入 1,784 1,784

投資活動によるキャッシュ・フロー △772,279 △168,789



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 △600,000 －

リース債務の返済による支出 △2,769 △4,574

自己株式の取得による支出 △149 △283

配当金の支払額 △191,001 △209,552

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 △793,921 △214,411

現金及び現金同等物に係る換算差額 214 △1,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △932,451 1,372,310

現金及び現金同等物の期首残高 2,952,115 1,396,711

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,019,663 2,769,021



  該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、クウェート他 

       南アジア  ……  インド  

     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。 

  

〔セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売による事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

  

  

  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

  西アジア 南アジア その他の地域 計  

 Ⅰ 海外売上高（千円）  1,099,538 966,446  703,839  2,769,824  

 Ⅱ 連結売上高（千円）  －  － －  8,908,354  

 Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 
12.3 10.8  7.9  31.1  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（１）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。  

（２）海外売上高  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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。 

     アフリカ  …… アルジェリア、アンゴラ、ガーナ他 

     南アジア  …… インド、パキスタン、バングラディシュ 

     その他の地域…… サウジアラビア、トルクメニスタン、ブラジル、中華人民共和国他  

   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。  

  

  

４．補足情報

期別 

製品 

前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

 当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

(参考）前期連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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  7,498,313  76.0  6,457,653  59.2  11,564,771  72.4

送風機  1,472,989  14.9  3,585,436  32.9  2,966,454  18.6

バルブ  235,496  2.4  171,570  1.6  391,877  2.5

その他  664,724  6.7  696,069  6.3  1,040,178  6.5

計  9,871,523  100.0  10,910,729  100.0  15,963,281  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  6,583,376  73.9  5,230,210  56.3  18,792,480  77.6

送風機  1,494,626  16.8  3,217,041  34.6  3,262,553  13.5

バルブ  144,063  1.6  282,093  3.0  321,284  1.3

その他  686,288  7.7  558,806  6.1  1,837,251  7.6

計  8,908,354  100.0  9,288,151  100.0  24,213,569  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  18,720,129  76.4  11,804,926  69.8  10,577,483  69.1

送風機  4,197,024  17.1  4,290,957  25.4  3,922,562  25.6

バルブ  305,833  1.2  174,470  1.0  284,993  1.9

その他  1,291,107  5.3  652,861  3.8  515,598  3.4

計  24,514,093  100.0  16,923,214  100.0  15,300,636  100.0

  アフリカ 南アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  772,712  593,876  1,388,918  2,755,507

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  －  9,288,151

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 8.3  6.4  15.0  29.7
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