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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 15,462 3.9 1,487 △4.4 1,608 △2.9 889 △19.4

23年3月期第3四半期 14,885 20.6 1,555 212.9 1,656 146.9 1,103 255.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 679百万円 （8.6％） 23年3月期第3四半期 625百万円 （―％）

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 20.24 ―

23年3月期第3四半期 24.33 ―

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 23,600 17,220 70.9
23年3月期 24,468 17,367 68.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  16,731百万円 23年3月期  16,801百万円

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 ― 5.00 ― 4.50 9.50
24年3月期 ― 5.00 ―

24年3月期（予想） 6.00 11.00

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  ：  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 22,000 9.1 2,450 14.2 2,700 16.1 1,650 19.7 37.54



(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 
・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P２ 「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
・当社では、個人投資家の皆様向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催しています。開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。 

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 43,365,505 株 23年3月期 44,365,505 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 8,481 株 23年3月期 18,181 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 43,956,241 株 23年3月期3Q 45,354,977 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の影響による厳しい状況から回復
しつつあるものの、欧州の政府債務危機などを背景とした国際金融不安の高まり、海外景気の減速、円
高の継続、デフレ経済の長期化、タイの洪水による生産活動への影響なども加わり、依然として先行き
不透明な状況で推移いたしました。 
 当業界においては、海外市場では中国・インドなどのアジアを中心に順調に推移しました。一方、国
内市場では一部の製品において復興に係る需要がありましたものの、震災の影響を受け生産の減少や消
費の下振れにより厳しい状況で推移いたしました。 
 当社グループは海外を含めた有望市場の開拓・深耕に積極的に経営資源を投入し、諸施策を実施して
まいりました。新製品開発におきましては、圧縮機製品では新形給油式レシプロコンプレッサを発売、
真空機器製品では省エネ効果の高いIPMモータ仕様やDCモータ仕様及び分析装置組み込み用の低振動仕
様の真空ポンプの開発、塗装機器製品では、自動車補修専用スプレーガンの塗料メーカ推奨モデル、ア
メリカ向け大形低圧スプレーガン、離型剤や食用油など塗料以外の液体を塗布するスプレーガンの新モ
デルを発売いたしました。  
 この結果、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高15,462百万円(前年同四半期連結累計
期間対比3.9％増)、営業利益1,487百万円(同4.4％減)、経常利益1,608百万円(同2.9％減)、四半期純利
益889百万円(同19.4％減)の増収減益となりました。これは主に製品別売上高構成の変化や電力規制等
による生産効率低下により売上原価率が1.1ポイント上昇したことによるものです。 

①セグメントの業績 

「３. 四半期連結財務諸表 （５）セグメント情報等」に記載のため省略しております。 

②製品別売上高は次のとおりです。                     （単位：千円） 

 

当第３四半期連結累計期間の総資産は、23,600百万円（前連結会計年度比3.6％減）となりました。

流動資産は12,009百万円（同9.1％減）となりました。これは主に、「現金及び預金」が1,335百万円減

少したことによるものです。固定資産は11,590百万円（同2.9％増）となりました。これは主に、「投

資その他の資産」の「その他」に含まれる長期性預金が500百万円増加したことなどによるものです。 

  負債は6,379百万円（同10.2％減）となりました。流動負債は、3,908百万円（同12.9％減）となりま

した。これは主に、「未払法人税等」が471百万円減少したことなどによるものです。固定負債は、

2,471百万円（同5.5％減）となりました。これは主に、「退職給付引当金」が109百万円減少したこと

などによるものです。 

  純資産は、17,220百万円（同0.8％減）となりました。これは主に、418百万円の配当金支払い、自己

株式の329百万円取得によるものです。純資産より少数株主持分を除いた自己資本は16,731百万円とな

り自己資本比率は前連結会計年度の68.7％から70.9％と2.2ポイント増加しました。  

現時点における通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月７日に公表しました「業績予想お

よび配当予想の修正に関するお知らせ」の連結業績予想に変更はありません。 

  

（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）追加情報 

「３. 四半期連結財務諸表 （４）追加情報」に、（会計上の変更及び過去の誤謬の訂正）及び（法

人税及び復興財源確保に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い）を

記載しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

製品区分

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間
前年同四半期比増減

平成22年4月1日～平成22年12月31日 平成23年4月1日～平成23年12月31日

売上高 構成比(%) 売上高 構成比(%) 増減額 増減率(%)

圧縮機 6,937,621 46.6 7,513,575 48.6 575,954 8.3

真空機器 1,321,621 8.9 1,126,166 7.3 △195,455 △14.8

塗装機器 5,696,499 38.3 5,700,022 36.9 3,522 0.1

塗装設備 930,108 6.2 1,122,310 7.2 192,201 20.7

計 14,885,851 100.0 15,462,074 100.0 576,223 3.9

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想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
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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 5,769,728 4,433,830

受取手形及び売掛金 3,576,390 3,070,308

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 1,617,186 2,024,871

仕掛品 117,703 160,702

原材料及び貯蔵品 943,793 1,102,640

繰延税金資産 589,973 398,625

その他 513,044 737,074

貸倒引当金 △19,780 △18,197

流動資産合計 13,208,039 12,009,856

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,518,788 2,374,837

その他（純額） 2,974,065 2,985,491

有形固定資産合計 5,492,854 5,360,329

無形固定資産 217,451 179,651

投資その他の資産

投資有価証券 3,599,038 3,607,877

繰延税金資産 847,562 659,035

その他 1,132,957 1,813,726

貸倒引当金 △28,937 △30,339

投資その他の資産合計 5,550,621 6,050,301

固定資産合計 11,260,927 11,590,281

資産合計 24,468,966 23,600,138
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(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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,870,554 1,996,121

短期借入金 17,119 13,370

未払法人税等 589,472 117,991

賞与引当金 642,988 316,180

その他の引当金 268,827 187,879

その他 1,096,957 1,277,041

流動負債合計 4,485,920 3,908,585

固定負債

長期借入金 47,212 35,836

退職給付引当金 2,028,020 1,918,412

その他 540,278 516,880

固定負債合計 2,615,511 2,471,129

負債合計 7,101,432 6,379,715

純資産の部

株主資本

資本金 3,354,353 3,354,353

資本剰余金 1,380,380 1,380,380

利益剰余金 12,907,247 13,044,886

自己株式 △7,077 △2,831

株主資本合計 17,634,903 17,776,788

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △104,414 △158,208

為替換算調整勘定 △728,822 △886,589

その他の包括利益累計額合計 △833,237 △1,044,797

少数株主持分 565,868 488,431

純資産合計 17,367,534 17,220,422

負債純資産合計 24,468,966 23,600,138
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（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 14,885,851 15,462,074

売上原価 8,628,441 9,136,093

売上総利益 6,257,410 6,325,981

販売費及び一般管理費 4,701,748 4,838,660

営業利益 1,555,661 1,487,321

営業外収益

受取利息及び配当金 59,029 67,510

持分法による投資利益 78,554 122,406

その他 96,025 121,639

営業外収益合計 233,609 311,555

営業外費用

支払利息 3,164 3,066

為替差損 107,250 156,720

その他 21,940 30,685

営業外費用合計 132,355 190,472

経常利益 1,656,915 1,608,404

特別利益

投資有価証券売却益 47,345 7,473

その他 38,318 705

特別利益合計 85,663 8,179

特別損失

固定資産除売却損 5,149 46,919

その他 5,055 5,697

特別損失合計 10,205 52,617

税金等調整前四半期純利益 1,732,373 1,563,966

法人税、住民税及び事業税 394,060 257,723

法人税等調整額 197,661 393,588

法人税等合計 591,722 651,311

少数株主損益調整前四半期純利益 1,140,651 912,654

少数株主利益 37,199 23,040

四半期純利益 1,103,451 889,614
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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利益 1,140,651 912,654

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △186,409 △53,793

為替換算調整勘定 △253,984 △126,385

持分法適用会社に対する持分相当額 △74,627 △53,170

その他の包括利益合計 △515,021 △233,349

四半期包括利益 625,629 679,304

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 704,002 678,054

少数株主に係る四半期包括利益 △78,372 1,250
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該当事項はありません。 

  

   

Ⅰ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア、ロシア及びア

メリカの現地法人の事業活動であります。 
  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）追加情報

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)

（会計上の変更及び過去の誤謬の訂正） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

（法人税及び復興財源確保に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い） 

平成23年12月2日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法

律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に

関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する事業年度より法人税率

が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率

は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

平成24年３月31日まで  40.6％

平成24年４月１日から平成27年３月31日まで  37.9％

平成27年４月１日以降  35.5％

その結果、繰延税金資産（流動資産）および繰延税金資産（固定資産）の合計金額が107,880千円減少し、当四

半期連結累計期間に計上された法人税等調整額が95,370千円、その他有価証券評価差額金が12,509千円、それぞれ

増加しております。

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他（注） 合計

日本 ヨーロッパ アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 11,019,873 1,253,682 1,468,255 13,741,812 1,144,039 14,885,851

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,898,627 53,890 47,315 1,999,833 15,016 2,014,849

計 12,918,500 1,307,573 1,515,571 15,741,645 1,159,055 16,900,701

セグメント利益 1,762,960 93,342 117,449 1,973,751 51,630 2,025,382

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 1,973,751

「その他」区分の利益 51,630

セグメント間取引消去 △19,179

全社費用（注） △450,541

四半期連結損益計算書の営業利益 1,555,661
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Ⅱ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア、ロシア、ブラ

ジル及びアメリカの現地法人の事業活動であります。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他（注） 合計

日本 ヨーロッパ アジア 計

売上高

  外部顧客への売上高 11,226,844 1,256,174 1,885,081 14,368,099 1,093,975 15,462,074

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

1,901,952 80,498 82,968 2,065,419 14,385 2,079,805

計 13,128,796 1,336,673 1,968,049 16,433,519 1,108,361 17,541,880

セグメント利益 1,799,768 89,779 155,265 2,044,813 23,707 2,068,520

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,044,813

「その他」区分の利益 23,707

セグメント間取引消去 △37,857

全社費用（注） △543,342

四半期連結損益計算書の営業利益 1,487,321

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当社は、平成23年８月18日開催及び平成23年11月17日開催の取締役会において、会社法第165条３項

の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議

し、次の通り自己株式を取得いたしました。これにより、自己株式が329,117千円増加しておりま

す。

（１）取得した株式の種類  当社普通株式

（２）取得した株式の総数  989,000株

（３）取得実施日      平成23年８月19日及び平成23年11月18日

また、当社は、平成23年12月12日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株

式を消却することを決議し、次の通り自己株式を消却いたしました。これにより、利益剰余金及び自

己株式がそれぞれ333,886千円減少しております。

（１）消却した株式の種類  当社普通株式

（２）消却した株式の総数  1,000,000株

（３）消却実施日      平成23年12月28日
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