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

24年3月期第3四半期 7,512 △19.1 △972 ― △955 ― △627 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △799百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △329百万円 （―％）

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3四半期 △139.75 ―

23年3月期第3四半期 △76.76 ―

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 18,000 13,137 73.0
23年3月期 21,730 14,344 66.0

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  13,137百万円 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 16,600 △11.9 130 △85.6 150 △83.0 20 △95.5 4.47



(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10月31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3Q 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3Q 350,499 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3Q 4,489,923 株 23年3月期3Q 4,550,408 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  16,100  △11.3  110  △86.7  120  △85.5  10  △97.6   2.24
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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、欧州財政危機が世界に波及し、中国やインドなどの新興国の拡大テン

ポが鈍化するなど、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、震災の影響で経済活動が厳しい中、復旧・復興により景気が持ち直しつつありますが、過

去に例を見ない円高や世界経済の減速の影響を受け、景気の持ち直しが緩やかになっています。 

 風水力機械業界の需要状況については、震災の復旧需要がありますが、公共工事の減少や円高の影響もあり、依

然として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３四半期連結累計期間における受

注総額は133億70百万円（前年同期比122.5％）となりました。売上高については、75億12百万円（同80.9％）を計

上致しました。また損益面については、営業損失９億72百万円（前年同期は３億49百万円の損失）、経常損失９億

55百万円（前年同期は４億23百万円の損失）、四半期純損失６億27百万円（前年同期は３億49百万円の損失）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 

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、37億29百万円減少して180億円となり

ました。これは主に、仕掛品が13億45百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が34億14百万円、有価証券が11

億25百万円、現金及び預金が７億37百万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、25億22百万円減少して48億63百万円となりました。これは主に、前

受金が４億17百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が22億円、未払法人税等が２億45百万円減少したこと等

によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末と比較して、12億７百万円減少して131億37百万円となりました。これは主に、利

益剰余金が８億98百万円減少したこと等によるものです。 

この結果、自己資本比率は、73.0％（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 

 当連結会計年度の通期の連結業績予想に関しては、円高の影響による海外向け受注の伸び悩みや引き合い物件の

計画遅れなどから、当社グループの受注総額は前回予想（平成23年10月31日時点）の210億円から193億円に減少す

る見込みです。売上高については、翌期に受注がずれ込むなどにより、前回予想の169億円から166億円に減少する

見込みです。利益面については、前回予想とほぼ同じ、営業利益1億30百万円、経常利益1億50百万円、当期純利益

20百万円となる見込みです。   

（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



３．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,128,747 1,390,895

受取手形及び売掛金 9,571,525 6,157,040

有価証券 1,668,169 542,760

仕掛品 1,224,523 2,569,844

原材料及び貯蔵品 126,829 132,834

その他 555,564 1,227,978

流動資産合計 15,275,359 12,021,352

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,967,107 1,875,068

その他（純額） 1,187,253 1,088,891

有形固定資産合計 3,154,361 2,963,959

無形固定資産 190,294 279,867

投資その他の資産   

投資有価証券 1,881,360 1,519,937

その他（純額） 1,280,673 1,267,342

貸倒引当金 △51,849 △52,044

投資その他の資産合計 3,110,183 2,735,234

固定資産合計 6,454,839 5,979,061

資産合計 21,730,199 18,000,414

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,263,248 2,062,311

未払法人税等 250,292 4,320

前受金 431,196 848,779

受注損失引当金 154,207 271,076

製品保証引当金 108,939 75,830

役員賞与引当金 48,263 26,481

その他 1,077,301 683,145

流動負債合計 6,333,448 3,971,943

固定負債   

退職給付引当金 882,398 731,063

役員退職慰労引当金 11,810 13,637

その他 158,057 146,533

固定負債合計 1,052,266 891,234

負債合計 7,385,714 4,863,178



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12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 13,621,079 12,722,903

自己株式 △420,066 △557,229

株主資本合計 14,122,332 13,086,993

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 52,240

繰延ヘッジ損益 22,828 △1,998

その他の包括利益累計額合計 222,152 50,242

純資産合計 14,344,484 13,137,235

負債純資産合計 21,730,199 18,000,414



（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

売上高 9,288,151 7,512,931

売上原価 7,335,382 6,407,203

売上総利益 1,952,768 1,105,727

販売費及び一般管理費 2,302,294 2,077,982

営業損失（△） △349,525 △972,255

営業外収益   

受取利息 17,210 18,008

受取配当金 35,873 37,479

受取賃貸料 52,406 52,380

その他 17,076 8,721

営業外収益合計 122,567 116,590

営業外費用   

投資有価証券評価損 163,068 67,902

その他 33,075 32,127

営業外費用合計 196,143 100,030

経常損失（△） △423,101 △955,695

税金等調整前四半期純損失（△） △423,101 △955,695

法人税、住民税及び事業税 4,738 7,965

法人税等調整額 △78,572 △336,199

法人税等合計 △73,834 △328,233

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △349,267 △627,461

四半期純損失（△） △349,267 △627,461



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △349,267 △627,461

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,008 △147,083

繰延ヘッジ損益 49,238 △24,826

その他の包括利益合計 20,229 △171,909

四半期包括利益 △329,037 △799,371

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △329,037 △799,371

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）及び当第３四半期連結累計期間

（自 平成23年４月１日 至 平成23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。 

   

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

４．補足情報

期別 

製品区分 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31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  6,457,653  59.2  10,736,770  80.3  9,133,150  59.3

送風機  3,585,436  32.9  1,662,758  12.4  4,816,213  31.3

バルブ  171,570  1.6  281,721  2.1  183,977  1.2

その他製品  696,069  6.3  689,301  5.2  1,275,457  8.2

計  10,910,729  100.0  13,370,552  100.0  15,408,799  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  5,230,210  56.3  4,830,334  64.3  11,945,259  63.4

送風機  3,217,041  34.6  2,113,714  28.1  5,242,896  27.8

バルブ  282,093  3.0  74,023  1.0  448,470  2.4

その他製品  558,806  6.1  494,858  6.6  1,197,546  6.4

計  9,288,151  100.0  7,512,931  100.0  18,834,173  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  11,804,926  69.8  13,671,810  77.1  7,765,374  65.4

送風機  4,290,957  25.4  3,044,923  17.2  3,495,879  29.4

バルブ  174,470  1.0  228,198  1.3  20,500  0.2

その他製品  652,861  3.8  787,952  4.4  593,509  5.0

計  16,923,214  100.0  17,732,883  100.0  11,875,262  100.0
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