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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 2,004 △21.3 △511 ― △472 ― △295 ―

23年3月期第1四半期 2,546 45.3 △102 ― △172 ― △156 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △340百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △217百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △65.21 ―

23年3月期第1四半期 △34.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 19,225 13,822 71.9
23年3月期 21,730 14,344 66.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,822百万円 23年3月期  14,344百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

23年3月期の期末配当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

23年3月期 ― 20.00 ― 40.00 60.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 5,350 △5.3 △960 ― △900 ― △560 ― △123.75

通期 17,500 △7.1 120 △86.7 150 △83.0 25 △94.3 5.52



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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23年5月13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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 4,776,900 株 23年3月期 4,776,900 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 251,699 株 23年3月期 251,649 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,525,234 株 23年3月期1Q 4,550,470 株



【参考】 

  

平成24年３月期の個別業績予想（平成23年4月１日～平成24年3月31日） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

  

  

  

  （％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）  5,200  △5.2  △920 －   △860 －  △530 －   △117.12

通期  16,900  △6.9  90  △89.2  120  △85.5  12  △97.1   2.65
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、新興国を中心に堅調な成長を続けています。 

国内経済においては、東日本大震災の影響により厳しい状況にあるなかで、供給面の制約が和らぐなど持ち直し

の動きがみられます。 

風水力機械業界においては、東日本大震災の復旧に向けた新たな需要増加や成長を続ける海外向けの需要増加が

ありますが、長引く円高の影響などもあり、依然として受注競争は厳しい状況が続いております。 

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１四半期連結累計期間における

受注総額は前年同期に対し75.9％の29億23百万円となりました。売上高につきましては、前年同期に対し78.7％の

20億４百万円を計上致しました。また、利益面につきましては、前年同期に比べて、売上高の減少や利益率の低い

物件の集中などにより売上総利益が４億97百万円減少し、四半期営業損失が前年同期比４億８百万円悪化の５億11

百万円（前年同四半期営業損失１億２百万円）となりました。また、前年同期に計上された投資有価証券評価損が

当第１四半期連結累計期間になくなること等により、営業外収益費用は前年同期比１億７百万円改善し、四半期経

常損失は４億72百万円（前年同四半期経常損失１億72百万円）となりました。その結果、四半期純損失は２億95百

万円（前年同四半期純損失１億56百万円）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、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 

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、25億４百万円減少して192億25百万円

となりました。これは主に、投資有価証券が12億72百万円、有価証券が５億97百万円、仕掛品が４億77百万円増加

したものの、受取手形及び売掛金が40億72百万円、現金及び預金が11億33百万円減少したことなどによるもので

す。 

また、負債は前連結会計年度末と比較して、19億83百万円減少して54億２百万円となりました。これは主に、支

払手形及び買掛金が15億円、未払法人税等が２億48百万円減少したことなどによるものです。 

純資産は５億21百万円減少して138億22百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、71.9％（前連結会計年度末66.0％）となりました。 

（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、国内向けでは震災の復興需要が想定されますが、電力不足などによる経

済の停滞も懸念されており、市場全体についての伸びはあまり期待できない状況です。一方、海外向けの需要が想

定通りと見込まれるため、当社グループの受注総額は当初予想額と同じ210億円を目指します。 

売上高については、引き続き厳しい受注競争の継続が想定され、前回予想に比べ若干減少の175億円となる見込

みですが、利益面については、設計改善や海外調達の拡大などのコストダウンの成果が拡大することにより、前回

予想に対して改善し、営業利益１億20百万円、経常利益１億50百万円、当期純利益25百万円を目指します。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,128,747 995,213

受取手形及び売掛金 9,571,525 5,499,349

有価証券 1,668,169 2,265,526

仕掛品 1,224,523 1,702,517

原材料及び貯蔵品 126,829 129,295

その他 555,564 816,345

流動資産合計 15,275,359 11,408,247

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,967,107 1,937,647

その他（純額） 1,187,253 1,183,013

有形固定資産合計 3,154,361 3,120,660

無形固定資産 190,294 318,030

投資その他の資産   

投資有価証券 1,881,360 3,154,233

その他（純額） 1,280,673 1,276,168

貸倒引当金 △51,849 △51,849

投資その他の資産合計 3,110,183 4,378,552

固定資産合計 6,454,839 7,817,243

資産合計 21,730,199 19,225,491

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,263,248 2,762,985

未払法人税等 250,292 1,758

前受金 431,196 702,800

受注損失引当金 154,207 125,209

製品保証引当金 108,939 78,138

役員賞与引当金 48,263 14,342

その他 1,077,301 724,519

流動負債合計 6,333,448 4,409,753

固定負債   

退職給付引当金 882,398 826,283

役員退職慰労引当金 11,810 12,419

その他 158,057 154,215

固定負債合計 1,052,266 992,919

負債合計 7,385,714 5,402,672



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 13,621,079 13,144,971

自己株式 △420,066 △420,144

株主資本合計 14,122,332 13,646,146

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 199,324 170,258

繰延ヘッジ損益 22,828 6,413

その他の包括利益累計額合計 222,152 176,671

純資産合計 14,344,484 13,822,818

負債純資産合計 21,730,199 19,225,491



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,546,923 2,004,258

売上原価 1,888,337 1,843,319

売上総利益 658,585 160,938

販売費及び一般管理費 761,471 672,059

営業損失（△） △102,885 △511,121

営業外収益   

受取利息 5,616 4,940

受取配当金 23,261 24,297

受取賃貸料 17,335 17,477

その他 5,395 3,744

営業外収益合計 51,609 50,460

営業外費用   

投資有価証券評価損 111,040 －

租税公課 51 2,984

賃貸費用 5,620 5,400

その他 4,131 3,848

営業外費用合計 120,843 12,233

経常損失（△） △172,120 △472,893

税金等調整前四半期純損失（△） △172,120 △472,893

法人税、住民税及び事業税 2,133 4,999

法人税等調整額 △17,385 △182,795

法人税等合計 △15,252 △177,796

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △156,868 △295,097

四半期純損失（△） △156,868 △295,097



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △156,868 △295,097

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △76,793 △29,065

繰延ヘッジ損益 15,917 △16,415

その他の包括利益合計 △60,876 △45,480

四半期包括利益 △217,745 △340,578

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △217,745 △340,578

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

  

  

〔セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30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。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。    

生産、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。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

４．補足情報

期別 

製品区分 

前四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

      当四半期累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

(参考）前期
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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  1,812,311  47.1  2,502,550  85.6  9,133,150  59.3

送風機  1,786,449  46.4  355,297  12.2  4,816,213  31.3

バルブ  4,500  0.1  1,621  0.1  183,977  1.2

その他製品  247,966  6.4  63,825  2.1  1,275,457  8.2

計  3,851,228  100.0  2,923,293  100.0  15,408,799  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  1,397,601  54.9  1,174,981  58.6  11,945,259  63.4

送風機  941,164  36.9  687,793  34.3  5,242,896  27.8

バルブ  28,273  1.1  14,900  0.7  448,470  2.4

その他製品  179,883  7.1  126,584  6.4  1,197,546  6.4

計  2,546,923  100.0  2,004,258  100.0  18,834,173  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  10,992,193  66.2  9,092,943  71.1  7,765,374  65.4

送風機  4,767,847  28.7  3,163,383  24.7  3,495,879  29.4

バルブ  261,220  1.6  7,221  0.1  20,500  0.2

その他製品  583,681  3.5  530,750  4.1  593,509  5.0

計  16,604,941  100.0  12,794,297  100.0  11,875,262  100.0
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