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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 2,904 28.5 △51 ― △75 ― △84 ―
23年3月期第3四半期 2,260 35.3 △128 ― △127 ― △129 ―

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3四半期 △10.86 ―
23年3月期第3四半期 △16.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 4,475 1,219 27.2
23年3月期 3,948 1,315 33.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  1,219百万円 23年3月期  1,315百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  無   

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 4,300 29.6 148 ― 113 ― 100 ― 12.87



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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3Q 7,843,000 株 23年3月期 7,843,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 74,532 株 23年3月期 73,132 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 7,769,113 株 23年3月期3Q 7,773,221 株

※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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、添付資
料P.３「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の被害からの回復等によって、企業の生

産や設備投資に回復の兆しも見られましたが、タイにおける大洪水が自動車やエレクトロニクス業界に

大きな打撃をもたらし、あわせて欧州では、ギリシャに端を発した一部ユーロ諸国の財政不安は、ユー

ロ圏経済の低迷を招き、その影響は、新興諸国においても景気の後退が現実味を帯びる状況にまで及ん

でおります。 

当社はこのような情勢を踏まえて、幅広く営業活動を展開いたしました。その結果、当第３四半期累

計期間の受注高は3,478百万円（前年同期比28.5％増）、売上高につきましては2,904百万円（前年同期

比28.5％増）といずれも増加いたしました。しかしながら、収益面につきましては、営業損失が51百万

円となったほか、本日公表いたしました為替差損の発生や、株式市況のマイナス要因も加わり、経常損

失75百万円、四半期純損失84百万円の計上となりました。              

なお、第４四半期には、売上計上を見込んでおります物件も数多くありますので、ムリ・ムダのない

着実な工程進捗を図り、損失を一掃する所存でございます。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

電源機器におきましては、全社的に製品に対するコスト低減と短納期対応に重点を置いた取組みを

行うとともに、円高の影響等により、設備投資に一部陰りが見える状況の中、既存の顧客に対して、

より一層の販売活動の強化を図りながら、新規の顧客へも積極的な営業展開をいたしました。また、

国内での需要が予想される電池関連をはじめ、電力・水処理・自動車業界等へ積極的に技術提案を行

ってまいりました。その結果、受注高は1,323百万円（前年同期比19.5％増）、売上高は1,236百万円

（前年同期比59.2％増）といずれも増加いたしました。 

表面処理装置におきましては、リーマンショックによる引き合い件数・受注の落ち込みから緩やか

ながら回復傾向にありました。国内顧客の海外進出に伴う需要の増加や、国内で生産する製品の品質

の確保と生産効率の一層の向上を実現するための設備の改造及び更新案件も目立ってまいりました。

その結果、受注高は1,141百万円（前年同期比48.9％増）、売上高は764百万円（前年同期比13.0％

増）と増加いたしました。 

電気溶接機におきましては、国内市場における輸送機業界や鋼製家具業界等の既存市場の需要に加

え、市場の拡大が期待できる海外市場に対し、溶接機用制御装置等の積極的な営業活動を展開いたし

ました。その結果、受注高は451百万円（前年同期比7.5％増）と増加いたしましたが、売上高は420

百万円（前年同期比3.5％減）と減少いたしました。 

環境にやさしい表面処理システムの実現に役立つため、当期にはガス除去率を一層向上させた排気

清浄装置を新たに市場投入する等拡販に努めてまいりました。その結果、環境機器全体では、受注高

は233百万円（前年同期比34.0％増）、売上高は214百万円（前年同期比12.1％増）といずれも増加い

たしました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（電源機器）

（表面処理装置）

（電気溶接機）

（環境機器）
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流動資産は、前事業年度末に比べ17.9％増加し3,769百万円となりました。これは、現金及び預金

が429百万円減少したものの、仕掛品が642百万円、受取手形及び売掛金が141百万円増加したことな

どによります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ6.1％減少し706百万円となりました。これは、投資その他の資産

が26百万円、有形固定資産が12百万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前事業年度末に比べ13.3％増加し4,475百万円となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べ32.0％増加し2,388百万円となりました。これは、支払手形及び

買掛金が603百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ5.5％増加し867百万円となりました。これは、退職給付引当金が

40百万円増加したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前事業年度末に比べ23.7％増加し3,256百万円となりました。 

純資産合計は、前事業年度末に比べ7.3％減少し1,219百万円となりました。これは、利益剰余金が

84百万円、その他有価証券評価差額金が12百万円減少したことなどによります。 

  

当第３四半期累計期間における業績につきましては、概ね予想された範囲内であるため、平成23年11

月11日に公表いたしました通期業績予想に変更はございません。  

なお、記載の業績予想数値につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び

合理的であると判断する一定の前提に基づき作成したものであり、多分に不確定な要素を含んでおりま

す。実際の業績は、今後様々な要因により業績予想とは異なる可能性があります。実際の業績に与え得

る重要な要因には、当社の事業を取り巻く経済環境、市場動向等が考えられます。 

（２）財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

 (資産)

 (負債)

 (純資産)

（３）業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

 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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,831 703,049

受取手形及び売掛金 1,380,550 1,522,061

商品及び製品 70,946 51,476

仕掛品 508,780 1,151,134

原材料及び貯蔵品 64,278 115,901

その他 38,998 226,504

貸倒引当金 △400 △800

流動資産合計 3,195,985 3,769,327

固定資産   

有形固定資産 323,950 311,494

無形固定資産 19,916 14,182

投資その他の資産 409,524 382,797

貸倒引当金 △507 △1,810

固定資産合計 752,883 706,663

資産合計 3,948,869 4,475,991

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 750,701 1,354,078

短期借入金 840,000 840,000

未払法人税等 5,734 3,232

その他 213,524 191,518

流動負債合計 1,809,960 2,388,829

固定負債   

退職給付引当金 588,715 629,188

役員退職慰労引当金 211,900 224,600

その他 22,368 14,094

固定負債合計 822,983 867,882

負債合計 2,632,944 3,256,712

純資産の部   

株主資本   

資本金 503,000 503,000

資本剰余金 225,585 225,585

利益剰余金 511,446 427,051

自己株式 △11,235 △11,361

株主資本合計 1,228,796 1,144,275

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,128 75,003

評価・換算差額等合計 87,128 75,003

純資産合計 1,315,925 1,219,279

負債純資産合計 3,948,869 4,475,991
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,260,032 2,904,556

売上原価 1,744,808 2,286,251

売上総利益 515,224 618,305

販売費及び一般管理費 643,500 670,135

営業損失（△） △128,276 △51,829

営業外収益   

受取利息 561 80

受取配当金 3,496 5,294

保険配当金 4,754 －

雑収入 5,117 2,572

営業外収益合計 13,929 7,947

営業外費用   

支払利息 8,363 8,202

為替差損 3,144 22,465

雑損失 1,174 474

営業外費用合計 12,682 31,142

経常損失（△） △127,028 △75,024

特別損失   

固定資産除却損 446 598

投資有価証券評価損 － 7,141

投資有価証券売却損 422 －

特別損失合計 869 7,739

税引前四半期純損失（△） △127,898 △82,764

法人税、住民税及び事業税 1,943 1,630

法人税等合計 1,943 1,630

四半期純損失（△） △129,842 △84,395
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第３四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第３四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

  生産、受注及び販売の状況（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

電源機器 1,463,127 44.3

表面処理装置 1,216,808 77.7

電気溶接機 455,426 11.2

環境機器 230,119 6.2

その他 328,046 13.4

合計 3,693,528 41.3

(2) 受注実績

セグメントの名称
受注高
(千円)

前年同四半期比
(％)

受注残高 
(千円)

前年同四半期比
(％)

電源機器 1,323,036 19.5 686,473 28.2

表面処理装置 1,141,689 48.9 1,272,410 125.1

電気溶接機 451,332 7.5 115,320 55.7

環境機器 233,789 34.0 48,202 123.4

その他 328,479 37.5 113,492 △2.8

合計 3,478,328 28.5 2,235,898 70.3

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

電源機器 1,236,186 59.2

表面処理装置 764,019 13.0

電気溶接機 420,060 △3.5

環境機器 214,500 12.1

その他 269,790 49.3

合計 2,904,556 28.5
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