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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 4,916 △13.0 △746 ― △728 ― △459 ―

23年3月期第2四半期 5,648 10.7 △423 ― △537 ― △415 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △597百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △456百万円 （―％）

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2四半期 △101.81 ―

23年3月期第2四半期 △91.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 18,140 13,509 74.5
23年3月期 21,730 14,344 66.0

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  13,509百万円 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 ― 20.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 16,900 △10.3 120 △86.7 150 △83.0 25 △94.3 5.56



(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有ります。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7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

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2Q 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2Q 291,699 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2Q 4,511,884 株 23年3月期2Q 4,550,457 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、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  16,400  △9.6  90  △89.2  120  △85.5  12  △97.1   2.67
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の世界経済は、新興国は堅調に成長を続けてきましたが、ユーロの金融危機が世界に

波及し、全体では成長のペースが弱まっています。 

国内経済においては、東日本大震災の影響による落ち込みから予想以上の速さで持ち直していますが、そのペー

スが緩やかになる動きが見られます。 

風水力機械業界においては、東日本大震災の復旧需要や堅調な成長を続ける海外向けの需要などがありますが、

長引く円高の影響もあり、依然として受注環境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た結果、当第２四半期連結累計期間における受

注総額は87億33百万円となり前年同期に比べて28.5％の増加となりました。売上高については、前年度に比べて送

風機が減少し、前年同期比87.0％の49億16百万円を計上致しました。また利益面については、前年度に比べて売上

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５億１百万円減少し、営業損失７億46百万円（前年同

期は４億23百万円の損失）、経常損失７億28百万円（前年同期は５億37百万円の損失）、四半期純損失４億59百万

円（前年同期は４億15百万円の損失）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 

(1）財政状態の分析 

当第２四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、35億89百万円減少して181億40百万円

となりました。これは主に、仕掛品が６億68百万円、投資有価証券が７億84百万円増加したものの、現金及び預金

が９億17百万円、受取手形及び売掛金が29億34百万円、有価証券が16億６百万円減少したこと等によるものです。

また、負債は前連結会計年度末と比較して、27億54百万円減少して46億31百万円となりました。これは主に、前

受金が２億92百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が22億６百万円、未払法人税等が２億44百万円減少した

こと等によるものです。 

純資産は８億34百万円減少して135億９百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は、74.5％（前連結会計年度末66.0％）となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より25億17百万円減少して、12億

12百万円となりました。 

 当第２四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とおりです。 

  

（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減少は、９億50百万円となりました。この減少は、売上債権の減少29億34百万円等増加要

因があったものの、税金等調整前四半期純損失７億28百万円、仕入債務の減少22億６百万円、たな卸資産の増加６

億72百万円、法人税等の支払額２億38百万円等減少要因が多かったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は、13億22百万円となりました。この減少は、有価証券及び投資有価証券の売却によ

る収入13億２百万円等増加要因があったものの、有価証券及び投資有価証券の取得による支出23億17百万円、有形

及び無形固定資産の取得による支出３億９百万円等減少要因が多かっ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の減少は、２億44百万円となりました。この減少は、配当金の支払による支出１億81百万円

及び自己株式取得による支出56百万円等の要因によるものです。 

  

（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業績予想に関しては、国内向けでは震災の復旧需要が一段落するなど、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が、海外向けの需要については円高環境で厳しいながらも需要は見込

まれるため、当社グループの受注総額は前回予想（平成23年７月29日時点）と同じ210億円を目指します。売上高

については、下期に受注がずれ込むなどにより、前回予想の175億円から169億円に減少する見込みです。しかしな

がら、利益面については、海外調達の拡大などのコストダウンや経費節減を図り、前回予想と同じ、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25百万円となる見込みです。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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。  

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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,128,747 1,211,146

受取手形及び売掛金 9,571,525 6,637,205

有価証券 1,668,169 61,836

仕掛品 1,224,523 1,892,684

原材料及び貯蔵品 126,829 130,863

その他 555,564 936,308

流動資産合計 15,275,359 10,870,043

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,967,107 1,906,256

その他（純額） 1,187,253 1,137,605

有形固定資産合計 3,154,361 3,043,862

無形固定資産 190,294 295,382

投資その他の資産   

投資有価証券 1,881,360 2,665,698

その他（純額） 1,280,673 1,318,009

貸倒引当金 △51,849 △52,044

投資その他の資産合計 3,110,183 3,931,663

固定資産合計 6,454,839 7,270,908

資産合計 21,730,199 18,140,952

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,263,248 2,056,404

未払法人税等 250,292 5,750

前受金 431,196 723,474

受注損失引当金 154,207 143,376

製品保証引当金 108,939 74,647

役員賞与引当金 48,263 28,685

その他 1,077,301 657,171

流動負債合計 6,333,448 3,689,509

固定負債   

退職給付引当金 882,398 778,250

役員退職慰労引当金 11,810 13,028

その他 158,057 150,374

固定負債合計 1,052,266 941,654

負債合計 7,385,714 4,631,163



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９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 12,980,729

自己株式 △420,066 △476,144

株主資本合計 14,122,332 13,425,903

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 84,124

繰延ヘッジ損益 22,828 △239

その他の包括利益累計額合計 222,152 83,885

純資産合計 14,344,484 13,509,789

負債純資産合計 21,730,199 18,140,952



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,648,464 4,916,154

売上原価 4,515,142 4,283,958

売上総利益 1,133,322 632,196

販売費及び一般管理費 1,557,035 1,378,666

営業損失（△） △423,713 △746,469

営業外収益   

受取利息 11,653 11,861

受取配当金 23,860 24,640

受取賃貸料 34,707 34,949

その他 15,044 6,172

営業外収益合計 85,266 77,623

営業外費用   

投資有価証券評価損 176,075 34,498

賃貸費用 11,252 10,806

その他 11,955 14,451

営業外費用合計 199,282 59,756

経常損失（△） △537,729 △728,602

税金等調整前四半期純損失（△） △537,729 △728,602

法人税、住民税及び事業税 3,372 6,502

法人税等調整額 △125,474 △275,764

法人税等合計 △122,102 △269,262

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △415,627 △459,340

四半期純損失（△） △415,627 △459,340



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △415,627 △459,340

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △83,183 △115,199

繰延ヘッジ損益 42,202 △23,067

その他の包括利益合計 △40,981 △138,267

四半期包括利益 △456,609 △597,607

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △456,609 △597,607

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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損失（△） △537,729 △728,602

減価償却費 242,343 251,583

貸倒引当金の増減額（△は減少） △430 195

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85,995 △104,147

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,672 1,217

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29,335 △19,578

受注損失引当金の増減額（△は減少） 11,446 △10,831

製品保証引当金の増減額（△は減少） △28,726 △34,291

受取利息及び受取配当金 △35,514 △36,501

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 2,279

固定資産売却損益（△は益） 219 △704

固定資産除却損 857 3,631

投資有価証券評価損 176,075 34,498

為替差損益（△は益） 1,311 18

その他の損益（△は益） 2 2

売上債権の増減額（△は増加） 7,015,141 2,934,320

たな卸資産の増減額（△は増加） △278,485 △672,194

その他の資産の増減額（△は増加） 46,390 △84,959

仕入債務の増減額（△は減少） △2,933,086 △2,206,844

未払消費税等の増減額（△は減少） △241,201 △21,279

前受金の増減額（△は減少） 507,541 292,278

その他の負債の増減額（△は減少） △502,164 △349,979

小計 3,325,987 △749,888

利息及び配当金の受取額 36,254 38,315

法人税等の支払額 △740,723 △238,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,621,518 △950,474

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 － △2,317,574

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 － 1,302,671

有形固定資産の取得による支出 △108,985 △147,654

有形固定資産の売却による収入 50 1,060

無形固定資産の取得による支出 △20,346 △162,084

子会社株式の取得による支出 △70 －

貸付けによる支出 △360 －

貸付金の回収による収入 1,156 1,156

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,556 △1,322,426

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △3,049 △7,088

自己株式の取得による支出 △44 △56,078

配当金の支払額 △136,514 △181,010

少数株主への配当金の支払額 △1 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △139,610 △244,176

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,311 △18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,352,040 △2,517,095

現金及び現金同等物の期首残高 1,396,711 3,729,812

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,748,752 1,212,716



該当事項はありません。  

  

［セグメント情報］ 

前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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。 

  

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おりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

期別 

製品区分 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

(参考）前連結会計年度
（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  3,931,235  57.8  6,904,838  79.0  9,133,150  59.3

送風機  2,283,208  33.6  1,367,779  15.7  4,816,213  31.3

バルブ  68,660  1.0  189,984  2.2  183,977  1.2

その他製品  513,685  7.6  270,562  3.1  1,275,457  8.2

計  6,796,790  100.0  8,733,163  100.0  15,408,799  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  2,972,718  52.6  3,219,904  65.4  11,945,259  63.4

送風機  2,191,414  38.8  1,398,999  28.5  5,242,896  27.8

バルブ  157,943  2.8  17,961  0.4  448,470  2.4

その他製品  326,387  5.8  279,290  5.7  1,197,546  6.4

計  5,648,464  100.0  4,916,154  100.0  18,834,173  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  11,536,000  70.1  11,450,308  73.0  7,765,374  65.4

送風機  4,014,356  24.4  3,464,659  22.1  3,495,879  29.4

バルブ  195,710  1.2  192,523  1.2  20,500  0.2

その他製品  702,896  4.3  584,781  3.7  593,509  5.0

計  16,448,962  100.0  15,692,271  100.0  11,875,262  100.0
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