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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（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 ％

25年３月期第１四半期 730 △18.4 △60 ― △61 ― △63 ―
24年３月期第１四半期 895 △13.2 △26 ― △27 ― △34 ―

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 △5.70 ― 
24年３月期第１四半期 △3.08 ―

（２）財政状態

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 6,306 1,402 22.2
24年３月期 6,641 1,496 22.5

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 1,402百万円 24年３月期 1,496百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00

25年３月期 0.00

25年３月期(予想) 0.00 0.00 2.00 2.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

３．平成25年３月期の業績予想（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)

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) 2,060 △1.3 45 ― 35 ― 30 ― 2.68
通期 4,120 △6.4 85 ― 65 ― 40 ― 3.58

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

   

   

   

   

   

   

 

 

 

※ 注記事項

（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

 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

（注）詳細は、〔添付資料〕３ページ「(１)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。

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 11,200,000株 24年３月期 11,200,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 21,590株 24年３月期 21,590株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 11,178,410株 24年３月期１Ｑ 11,179,354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
業績予想につきましては発表日現在の将来に対する見通し・計画に基づく予測が含まれており、予想につきまし

ては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績が記載の予想数値と異なる場合があります。なお、上
記業績予想に関する事項は添付資料２ページをご参照下さい。
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に緩やかな景気回復の兆しがみられたもの

の、欧州の財政危機を背景とした欧米経済の先行きへの懸念や円高の長期化、新興国の成長鈍化懸

念などにより、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

当社の属する機械器具製造業においては、国内設備投資が盛り上がりに欠け、依然として厳しい状

況が続いております。 

 このような経営環境のもと、当社の業績は売上高730百万円と前年同四半期比165百万円(18.4％

減)の減収となりました。 

 損益面におきましては、営業損失60百万円(前年同四半期は営業損失26百万円)、経常損失61百万

円(前年同四半期は経常損失27百万円)、四半期純損失63百万円(前年同四半期は四半期純損失34百

万円)となりました。 

 セグメント別に示しますと、製造事業では化学工業用は伸長したものの、液晶表示製造装置用の

落込みが激しい真空ポンプの売上高は254百万円（前年同四半期比40.4％減）、震災復興需要の寄

与が大きい送風機・圧縮機の売上は145百万円（前年同四半期比50.3％増）、部品および修理の売

上高は212百万円、その他を合わせた合計は619百万円（前年同四半期比16.0％減）でセグメント損

失135百万円(前年同四半期はセグメント損失148百万円)の結果となりました。 

 また、輸出関係におきましては主に中国向けの真空ポンプを中心に、売上高は101百万円と前年

同四半期並み水準となりました。 

 不動産事業におきましては、オフィスビル賃貸市場の低迷ならびにテナント退去による賃料の減

収により、売上高は111百万円（前年同四半期比29.7％減）、セグメント利益74百万円(前年同四半

期比38.5％減)の計上となりました。 

  

当第１四半期累計期間の財政状態は、前事業年度と比べ、総資産は334百万円減少し6,306百万

円、負債は240百万円減少し4,903百万円、純資産は94百万円減少し1,402百万円となりました。総

資産の減少は、たな卸資産が147百万円増加しましたが、現金及び預金が253百万円、受取手形及び

売掛金が155百万円減少したこと等が主な要因です。 

 負債の減少は、長期借入金が172百万円、支払手形及び買掛金が72百万円減少したのが主な要因

です。 

 純資産の減少は、四半期純損失63百万円及び配当金支払22百万円により利益剰余金が86百万円減

少したことが主な要因です。この結果、自己資本比率は前事業年度末比0.3％低下し、22.2％とな

りました。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月14日に公表いたしました第２四半期累

計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

  

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

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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（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） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期累計期間の営業損失、経常損失、及び税引前四半期純損失に与える影響

額は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記情報）に関する事項

（１）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24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,306,826 1,053,354

受取手形及び売掛金 1,493,271 1,338,183

たな卸資産 747,930 895,405

その他 47,256 30,107

流動資産合計 3,595,285 3,317,051

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,683,962 1,661,368

その他（純額） 741,607 738,669

有形固定資産合計 2,425,569 2,400,037

無形固定資産 1,070 1,070

投資その他の資産

その他 628,523 597,546

貸倒引当金 △9,253 △9,237

投資その他の資産合計 619,270 588,309

固定資産合計 3,045,910 2,989,417

資産合計 6,641,195 6,306,469

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 906,474 833,835

短期借入金 1,082,085 1,109,548

未払法人税等 7,127 3,922

賞与引当金 67,977 20,884

その他 219,863 269,667

流動負債合計 2,283,528 2,237,857

固定負債

長期借入金 2,003,350 1,830,397

退職給付引当金 422,377 441,745

役員退職慰労引当金 127,345 104,440

その他 307,765 289,346

固定負債合計 2,860,837 2,665,928

負債合計 5,144,366 4,903,786
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 785,000 785,000

資本剰余金 303,930 303,930

利益剰余金 326,648 240,524

自己株式 △6,896 △6,896

株主資本合計 1,408,683 1,322,558

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 88,146 80,124

評価・換算差額等合計 88,146 80,124

純資産合計 1,496,829 1,402,682

負債純資産合計 6,641,195 6,306,469
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（２）四半期損益計算書
第１四半期累計期間

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(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 895,530 730,497

売上原価 769,098 641,265

売上総利益 126,431 89,231

販売費及び一般管理費 153,429 149,664

営業損失（△） △26,997 △60,432

営業外収益

受取利息 426 313

受取配当金 2,942 2,939

違約金収入 1,436 3,687

助成金収入 3,024 3,100

その他 4,763 4,735

営業外収益合計 12,593 14,777

営業外費用

支払利息 13,101 11,516

その他 326 4,255

営業外費用合計 13,428 15,771

経常損失（△） △27,832 △61,427

特別損失

その他 11 11

特別損失合計 11 11

税引前四半期純損失（△） △27,844 △61,438

法人税等 6,573 2,329

四半期純損失（△） △34,417 △63,768
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当第１四半期累計期間(自 平成24年４月1日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ 前第１四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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 

 
  

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損益計算書計上額（営業損失）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） 

 該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30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 

 
  

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損益計算書計上額（営業損失）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） 

該当事項はありません。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

製造事業 不動産事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 737,355 158,174 895,530

  セグメント間の内部売上高又は振替高  ─ ─ ─

計 737,355 158,174 895,530

セグメント利益又は損失（△） △148,556 121,559 △26,997

(単位：千円)

製造事業 不動産事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 619,371 111,125 730,497

  セグメント間の内部売上高又は振替高  ─ ─ ─

計 619,371 111,125 730,497

セグメント利益又は損失（△） △135,197 74,764 △60,432
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当第１四半期累計期間(自 平成24年４月1日 至 平成24年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

（５）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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 (製造事業受注高及び受注残高) 

 
  

  

  

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

(セグメント別売上高)

 
 

(単位：千円)

 前第１四半期 当第１四半期

平成23年4月1日から 平成24年4月1日から 対四半期増減率
平成23年６月30日まで 平成24年６月30日まで

製  造  事  業
金  額 比率％ 金  額 比率％ 金  額 比率％

製品別

真空ポンプ 426,869 47.7 254,493 34.8 △172,375 △40.4

送風機・圧縮機 97,133 10.8 145,977 20.0 48,844 50.3

部品及び修理 212,920 23.8 212,210 29.1 △710 △0.3

そ  の  他 432 0.0 6,690 0.9 6,257 ― 

製造事業計 737,355 82.3 619,371 84.8 △117,983 △16.0

内(輸出品) (100,639) （11.2) (101,500) （13.9) (860) (0.9)

不 動 産 事 業 158,174 17.7 111,125 15.2 △47,049 △29.7

合     計 895,530 100.0 730,497 100.0 △165,032 △18.4

(単位：千円)

受 注 高 受 注 残 高

前第１四半期 当第１四半期 対四半期増減 前第１半期 当第１四半期 対四半期増減

製 造 事 業 

製品別

真空ポンプ 501,966 308,084 △193,882 464,614 420,463 △44,150

送風機・圧縮機 198,558 98,574 △99,984 749,711 276,620 △473,091

部品及び修理 252,588 228,760 △23,828 159,140 117,058 △42,081

そ  の  他 14,732 16,267 1,534 24,750 15,029 △9,720

合    計 967,846 651,685 △316,160 1,398,216 829,172 △569,044

（２）設備投資、減価償却費、研究開発費の推移

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

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

減価償却費  46,577千円 減価償却費  35,554千円

研究開発費   2,627千円 研究開発費   6,342千円

㈱宇野澤組鐵工所(6396)　平成25年3月期　決算短信（非連結）
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