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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 4,235 27.4 289 ― 305 408.9 198 265.5
23年3月期第3四半期 3,324 43.9 24 ― 59 ― 54 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 181百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 12百万円 （―％）

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 46.79 ―

23年3月期第3四半期 12.74 ―

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 7,055 5,082 72.0
23年3月期 6,478 4,951 76.4

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,082百万円 23年3月期  4,947百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 7.50 7.50

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 4,818 5.1 361 533.5 380 463.0 344 ― 80.92



(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  ：  有  

(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報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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報告書のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載し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、 
実際の実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。 

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 4,342,554 株 23年3月期 4,342,554 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 138,178 株 23年3月期 88,778 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 4,233,569 株 23年3月期3Q 4,253,776 株
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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におけるわが国経済は、東日本大震災の発生による製造業の減産や電力の供給不安を

背景に、企業の生産活動は大きな影響を受けており、一部回復の動きが見られるものの、急激な円高や欧州金融危

機を背景とした海外景気の下振れなど、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

このような経済状況のもとで、当社グループは、顧客ニーズに的確に対応した新製品の開発と短納期化に努め 

、「軸流ファン」の中国への生産移管を推進し、熊谷工場との効率的生産システム構築による業績向上に総力をあ

げて取り組んでおります。 

上記の経済環境のもと、当第３四半期連結累計期間における売上高は42億３千５百万円(前年同四半期比27.4%

増)、営業利益は２億８千９百万円(前年同四半期は２千４百万円の営業利益)、経常利益は３億５百万円(前年同四

半期比408.9%増)、四半期純利益は、１億９千８百万円(前年同四半期比265.5%増)となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期会計期間末の総資産は、7,055百万円（前期末比576百万円増加）、純資産は5,082百万円（前期末

比130百万円増加）、自己資本比率は72.0%（前期末76.4%）となりました。 

 総資産の増加は、主に売上増加による売上債権の増加と流動資産その他の増加によるものです。純資産の増加

は、配当の支払を上回る四半期純利益の計上があったことによります。  

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における業績と進捗状況を勘案し精査を行っておりますが、現段階では平成23年５月

13日に公表しました業績予想を修正しておりません。今後、業績予想に大きな変化がある場合には適切に開示して

まいります。 

   

   

（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 

税金費用の計算  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、

見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。 

   

   

（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。 

   

   

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．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 521,884 1,160,009 

受取手形及び売掛金 1,424,158 1,683,595 

有価証券 18,502 17,968 

営業投資有価証券 1,419,606 1,351,469 

商品及び製品 147,419 181,169 

仕掛品 324,898 221,109 

原材料及び貯蔵品 530,425 445,567 

販売用不動産 148,000 － 

繰延税金資産 31,693 28,265 

その他 39,172 146,666 

貸倒引当金 △3,814 △3,073 

流動資産合計 4,601,948 5,232,747 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 281,935 263,574 

機械装置及び運搬具（純額） 66,378 63,593 

工具、器具及び備品（純額） 40,135 48,124 

土地 662,485 662,485 

リース資産（純額） 29,072 22,861 

有形固定資産合計 1,080,007 1,060,639 

無形固定資産   

のれん 339,464 308,604 

借地権 32,841 32,841 

その他 39,208 41,810 

無形固定資産合計 411,515 383,256 

投資その他の資産   

投資有価証券 325,106 311,418 

その他 65,655 70,662 

貸倒引当金 △5,349 △2,968 

投資その他の資産合計 385,412 379,112 

固定資産合計 1,876,935 1,823,008 

資産合計 6,478,883 7,055,755 
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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 704,342 966,823 

短期借入金 － 300,000 

1年内返済予定の長期借入金 99,324 74,884 

未払法人税等 20,700 2,974 

賞与引当金 48,437 30,257 

その他 183,725 173,700 

流動負債合計 1,056,530 1,548,640 

固定負債   

長期借入金 93,413 43,360 

リース債務 18,233 11,062 

繰延税金負債 72,530 65,399 

退職給付引当金 263,574 277,789 

役員退職慰労引当金 4,504 9,011 

資産除去債務 14,700 14,700 

その他 3,584 3,225 

固定負債合計 470,539 424,548 

負債合計 1,527,069 1,973,188 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448 

資本剰余金 1,676,743 1,676,743 

利益剰余金 1,947,769 2,124,568 

自己株式 △201,128 △227,043 

株主資本合計 4,961,833 5,112,717 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,239 25,997 

為替換算調整勘定 △54,145 △56,148 

その他の包括利益累計額合計 △13,905 △30,150 

少数株主持分 3,886 － 

純資産合計 4,951,814 5,082,566 

負債純資産合計 6,478,883 7,055,755 
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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 3,324,051 4,235,429 

売上原価 2,743,185 3,383,548 

売上総利益 580,866 851,881 

販売費及び一般管理費 556,044 562,555 

営業利益 24,821 289,325 

営業外収益   

受取利息 131 1,370 

受取配当金 5,494 5,820 

為替差益 3,451 － 

持分法による投資利益 7,205 8,460 

受取賃貸料 7,782 7,464 

その他 19,768 12,357 

営業外収益合計 43,834 35,473 

営業外費用   

支払利息 3,709 2,921 

有価証券評価損 741 534 

為替差損 － 12,451 

支払補償費 2,200 － 

その他 2,011 3,607 

営業外費用合計 8,661 19,513 

経常利益 59,993 305,285 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 196 － 

役員退職慰労引当金戻入額 1,968 － 

事業譲渡益 9,523 － 

受取保険金 7,500 － 

特別利益合計 19,189 － 

特別損失   

固定資産除却損 － 46 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,643 － 

クレーム関連対策費用 － 83,697 

特別損失合計 15,643 83,744 

税金等調整前四半期純利益 63,538 221,540 

法人税等 9,381 24,083 

少数株主損益調整前四半期純利益 54,157 197,456 

少数株主損失（△） △26 △611 

四半期純利益 54,184 198,067 
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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 54,157 197,456 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25,556 △14,242 

繰延ヘッジ損益 △562 － 

為替換算調整勘定 △15,597 △2,110 

その他の包括利益合計 △41,716 △16,352 

四半期包括利益 12,441 181,104 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 12,441 181,212 

少数株主に係る四半期包括利益 － △107 
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該当事項はありません。 

  

   

      【セグメント情報】 

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） 

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）１．「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、不動産事業を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額△141,911千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であ

ります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．アクア関連事業は平成22年10月31日付で、株式会社バイコムに事業譲渡いたしました。  

  

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） 

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）１．「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、不動産事業を含んでおりま

す。 

２．セグメント利益の調整額△136,353千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であ

ります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

送風機事業 住設事業 
自動巻線機

事業 
企業再生支

援事業 
アクア関連

事業(注)４
計

売上高                 

外部顧客へ

の売上高 
 1,753,919  593,858  926,425  37,420  12,428  3,324,051  －  3,324,051  －  3,324,051

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －  －  －

計  1,753,919  593,858  926,425  37,420  12,428  3,324,051  －  3,324,051  －  3,324,051

セグメント利

益又はセグメ

ント損失(△) 

 168,712  41,387  △30,455  30,956  △33,098  177,502  △10,769  166,732  △141,911  24,821

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 
（注）３ 

送風機事業 住設事業 
自動巻線機

事業  
企業再生支

援事業 
計

売上高                 

外部顧客へ

の売上高 
 1,929,758  767,758  1,343,549  41,468  4,082,534   152,894     4,235,429  －  4,235,429

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －    －    － － － －  － －

計  1,929,758  767,758  1,343,549  41,468 4,082,534 152,894 4,235,429  －  4,235,429

セグメント利

益又はセグメ

ント損失(△) 

 257,463  61,306  76,317  34,825 429,914   △4,234 425,679  △136,353 289,325
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該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

  

 （追加情報）  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

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。  

  

法人税率の変更等による影響  

 「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）（合わせて、以下「改正法人税法等」）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月

１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行わ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した法定実効税率は、改正法人税法等の税率を使用して

おります。  

この税率の変更により、繰延税金資産は1,995千円、繰延税金負債は6,822千円及び法人税等は3,702千円それぞ

れ減少しております。 

      

（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
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