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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 2,445 22.0 △190 ― △213 ― △166 ―

24年3月期第1四半期 2,004 △21.3 △511 ― △472 ― △295 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △256百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △340百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △37.68 ―

24年3月期第1四半期 △65.21 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 19,347 13,764 71.1
24年3月期 21,275 14,109 66.3

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  13,764百万円 24年3月期  14,109百万円

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

24年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 20.00 ― 20.00 40.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,000 42.4 △570 ― △570 ― △410 ― △92.63

通期 19,200 18.0 410 18.0 430 0.7 210 22.0 47.44



(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 

(注)第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料3ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。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、添付資料2ページ「1.当四半期決算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」をご覧くだ
さい。 
2.平成24年5月14日に公表しました連結業績予想を修正しています。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 4,776,900 株 24年3月期 4,776,900 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 350,504 株 24年3月期 350,504 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 4,426,396 株 24年3月期1Q 4,525,234 株



【参考】 

  

平成25年3月期の個別業績予想（平成24年4月１日～平成25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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第2四半期（累計）  6,940  45.0  △510 －  △510 －  △360 －  △81.33

通期  18,600  18.0  370  19.0  390  △2.4  190  17.2  42.92
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間の世界経済は、欧州財政危機の影響などから回復の力強さに欠け減速した状態となっ

ています。 

  国内経済においては、復興関連需要などから国内需要が順調に推移するもとで、景気は緩やかに回復しつつあり

ます。 

 風水力機械業界の需要状況については緩やかに回復しています。 

  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ましたが、当第１四半期連結累計期間における

受注額は前年同期に対し81.2％の23億74百万円となりました。売上高につきましては、前年同期に対し122.0％の

24億45百万円を計上致しました。また、利益面につきましては、売上高の増加や前年同期に比べ利益率の良い物件

が売り上がったことなどから営業損失が前年同期に比べて大幅に改善され１億90百万円（前年同四半期営業損失５

億11百万円）となりました。その結果、今期計上の投資有価証券評価損を入れても経常損失は２億13百万円（前年

同四半期経常損失４億72百万円）、四半期純損失は１億66百万円（前年同四半期純損失２億95百万円）と前年同期

に比べて改善しました。 

  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 

（資産）  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、19億27百万円減少し193億47百万円となり

ました。 

これは、現金及び預金の増加23億59百万円、仕掛品の増加３億23百万円があったものの、受取手形及び売掛金の

減少45億43百万円、投資有価証券の減少１億76百万円などがあったことによるものです。 

（負債）  

当第１四半期連結会計期間末の総負債は、前連結会計年度末と比べ、15億82百万円減少し55億82百万円となりま

した。 

これは、支払手形及び買掛金の減少９億29百万円、流動負債のその他の減少６億26百万円などがあったことによ

るものです。 

（純資産）  

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ、３億44百万円減少し137億64百万円となり

ました。 

これは、利益剰余金の減少２億55百万円などがあったことによるものです。  

この結果、自己資本比率は、71.1％（前連結会計年度末66.3％）となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当連結会計年度の業績予想に関しては、財政危機の不安が続く欧州経済の影響などから、世界経済の回復は弱い

ものとなる予想がされています。 

  国内経済については国内需要が引き続き堅調に推移し、景気が緩やかに回復することが予想されています。 

  当社グループの属する風水力機械マーケットにおいては、海外向けのオイル＆ガス、発電、水分野のプロジェク

ト等の堅調な需要増加や震災復興の本格化による需要が予想されます。その結果、当社グループの通期の受注額

は、当初予想額と同じ221億円となる見込みです。 

  損益面については、円高や厳しい受注競争の継続などにより前回予想から減少し、通期売上高192億円、営業利

益４億10百万円、経常利益４億30百万円、当期純利益２億10百万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 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。これによる影

響は軽微です。    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表等 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,786,567 4,145,599

受取手形及び売掛金 10,414,640 5,871,480

有価証券 1,487,986 1,493,748

仕掛品 939,816 1,263,253

原材料及び貯蔵品 129,858 137,226

繰延税金資産 377,290 453,444

その他 116,892 133,639

流動資産合計 15,253,053 13,498,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,843,880 1,894,720

その他（純額） 1,009,542 980,176

有形固定資産合計 2,853,422 2,874,896

無形固定資産 259,486 239,328

投資その他の資産   

投資有価証券 1,765,201 1,588,786

その他（純額） 1,196,059 1,198,208

貸倒引当金 △51,999 △51,999

投資その他の資産合計 2,909,260 2,734,994

固定資産合計 6,022,170 5,849,219

資産合計 21,275,224 19,347,611

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,866,750 2,936,752

未払法人税等 102,420 3,196

前受金 566,598 816,643

受注損失引当金 272,717 190,599

製品保証引当金 105,369 82,402

役員賞与引当金 29,937 10,950

その他 1,402,355 775,639

流動負債合計 6,346,148 4,816,184

固定負債   

退職給付引当金 666,014 619,324

役員退職慰労引当金 14,246 12,025

その他 139,092 135,314

固定負債合計 819,353 766,664

負債合計 7,165,502 5,582,848



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６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 13,522,541 13,267,239

自己株式 △557,236 △557,236

株主資本合計 13,886,623 13,631,321

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 225,255 143,442

繰延ヘッジ損益 △2,157 △10,001

その他の包括利益累計額合計 223,098 133,441

純資産合計 14,109,722 13,764,762

負債純資産合計 21,275,224 19,347,611



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,004,258 2,445,579

売上原価 1,843,319 1,978,073

売上総利益 160,938 467,505

販売費及び一般管理費 672,059 658,408

営業損失（△） △511,121 △190,903

営業外収益   

受取利息 4,940 5,118

受取配当金 24,297 23,665

受取賃貸料 17,477 17,837

その他 3,744 1,110

営業外収益合計 50,460 47,731

営業外費用   

投資有価証券評価損 － 62,140

その他 12,233 8,150

営業外費用合計 12,233 70,290

経常損失（△） △472,893 △213,462

税金等調整前四半期純損失（△） △472,893 △213,462

法人税、住民税及び事業税 4,999 1,538

法人税等調整額 △182,795 △48,227

法人税等合計 △177,796 △46,688

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △295,097 △166,774

四半期純損失（△） △295,097 △166,774



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △295,097 △166,774

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △29,065 △81,813

繰延ヘッジ損益 △16,415 △7,844

その他の包括利益合計 △45,480 △89,657

四半期包括利益 △340,578 △256,431

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △340,578 △256,431



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 至 平成24年６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。 

   

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。  

  

（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

（５）セグメント情報等

４．補足情報

期別 

製品区分 

前四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

    当四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

(参考）前連結会計年度
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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  2,502,550  85.6  2,072,826  87.3  15,950,209  81.9

送風機  355,297  12.2  211,366  8.9  2,314,405  11.9

バルブ  1,621  0.1  19,129  0.8  321,913  1.7

その他製品  63,825  2.1  70,799  3.0  886,796  4.5

計  2,923,293  100.0  2,374,120  100.0  19,473,323  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  1,174,981  58.6  1,954,501  79.9  11,022,727  67.7

送風機  687,793  34.3  379,339  15.5  3,934,639  24.2

バルブ  14,900  0.7  10,075  0.4  293,294  1.8

その他製品  126,584  6.4  101,664  4.2  1,026,295  6.3

計  2,004,258  100.0  2,445,579  100.0  16,276,955  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  9,092,943  71.1  12,811,181  85.4  12,692,856  84.2

送風機  3,163,383  24.7  1,707,672  11.4  1,875,645  12.4

バルブ  7,221  0.1  58,173  0.4  49,119  0.3

その他製品  530,750  4.1  423,145  2.8  454,010  3.1

計  12,794,297  100.0  15,000,171  100.0  15,071,630  100.0
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