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1.  平成25年5月期第1四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成24年8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 ％

25年5月期第1四半期 2,730 △4.6 △869 ― △879 ― △872 ―
24年5月期第1四半期 2,860 5.5 △860 ― △876 ― △857 ―

（注）包括利益 25年5月期第1四半期 △673百万円 （―％） 24年5月期第1四半期 △872百万円 （―％）

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5月期第1四半期 △47.59 ―
24年5月期第1四半期 △46.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年5月期第1四半期 27,111 12,830 47.3
24年5月期 29,771 13,541 45.5
（参考） 自己資本   25年5月期第1四半期  12,830百万円 24年5月期  13,541百万円

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5月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年5月期 ―
25年5月期（予想） 2.00 ― 2.00 4.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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  ：  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

第2四半期(累計) 8,300 △3.8 △1,400 ― △1,450 ― △1,350 ― △73.63
通期 27,100 3.7 500 △22.6 340 △39.8 240 △50.3 13.09



(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ます。 
なお、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連結財務諸表のレビュー手続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。また、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
績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料3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。 

※  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   ：  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） 25年5月期1Q 21,425,548 株 24年5月期 21,425,548 株
② 期末自己株式数 25年5月期1Q 3,089,572 株 24年5月期 3,089,572 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期1Q 18,335,976 株 24年5月期1Q 18,336,050 株
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 当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等を背景として景気回復の動きに

足踏みが見られ、個人消費や企業収益では足元で弱い動きが見られるほか、雇用情勢は依然として厳し

さが残り、物価動向も緩やかなデフレ状況にあるなど、依然として厳しい状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く事業環境は、補正予算による押し上げ効果があるものの、公共投資関係費の

削減、公共事業費のコスト縮減が行われたことによる企業間競争の激化により、非常に厳しい環境が続

きました。 

 このような状況のもとで当社グループは、成長企業への転換を図るため、上・下水道市場や環境関連

分野の民間市場に対し、ユーザーニーズを的確に捉え、企業集団の連携を強化することにより販売力の

強化を推進し、販売活動を展開してまいりました。その結果、受注高は8,510百万円（前年同期比

28.9％増）、売上高は2,730百万円（前年同期比4.6％減）となりました。 

 損益につきましては、トータルコストダウンの更なる追求や生産効率の大幅な向上をめざし、低原価

体質を基調とした強固な企業体質の構築を推し進めるべく諸施策を実施した結果、経常損失は879百万

円（前年同期876百万円の損失）、四半期純損失は872百万円（前年同期857百万円の損失）となりまし

た。 

 なお、当社グループの事業の特徴として、受注した装置類の納期等が3月末に集中することから、売

上および利益計上が第4四半期に集中する傾向にあります。 

  

各セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 ①環境事業 

環境事業については、公共投資関係費の削減および民間設備投資、不動産市況の低迷により、引き

続き厳しい事業環境が続きましたが、受注高5,467百万円、売上高1,060百万円、セグメント損失413

百万円となりました。 

 ②バルブ事業 

バルブ事業については、公共投資関係費の削減により、引き続き厳しい事業環境が続きましたが、

受注高1,761百万円、売上高1,191百万円、セグメント損失272百万円となりました。 

 ③メンテナンス事業 

メンテナンス事業については、公共投資関係費の削減により、引き続き厳しい事業環境が続きまし

たが、受注高1,281百万円、売上高478百万円、セグメント損失180百万円となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は27,111百万円となり、前連結会計年度末に比べ

2,659百万円減少しました。主な変動項目としましては、現金及び預金が2,603百万円、受取手形及び売

掛金が1,157百万円減少しており、仕掛品が498百万円増加しております。 

負債合計は14,280百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,948百万円減少しました。主な変動項目

としましては、前受金が1,196百万円、リース債務（流動負債及び固定負債）が232百万円増加してお

り、支払手形及び買掛金が2,763百万円減少しております。 

純資産合計は12,830百万円となり、前連結会計年度末に比べ710百万円減少しました。主な変動項目

としましては、利益剰余金が909百万円減少しております。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成25年５月期の第２四半期連結累計期間及び通期業績予想につきましては、平成24年７月13日に

「平成24年５月期 決算短信」で公表しました業績予想に変更ありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,285 6,681

受取手形及び売掛金 6,522 5,365

有価証券 3 3

商品及び製品 1,630 1,997

仕掛品 1,243 1,742

原材料及び貯蔵品 924 1,066

繰延税金資産 14 38

その他 422 401

貸倒引当金 △2 △3

流動資産合計 20,042 17,293

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,377 2,346

機械装置及び運搬具（純額） 923 903

工具、器具及び備品（純額） 460 451

土地 3,629 3,629

有形固定資産合計 7,391 7,331

無形固定資産 513 479

投資その他の資産   

その他 1,831 2,020

貸倒引当金 △8 △13

投資その他の資産合計 1,823 2,007

固定資産合計 9,728 9,817

資産合計 29,771 27,111
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,278 4,514

1年内償還予定の社債 226 226

リース債務 404 525

未払金 689 371

未払法人税等 112 16

前受金 914 2,110

工事損失引当金 17 12

その他 778 658

流動負債合計 10,422 8,435

固定負債   

社債 625 575

長期借入金 2,500 2,500

退職給付引当金 1,976 1,958

長期未払金 38 33

リース債務 580 692

繰延税金負債 86 86

固定負債合計 5,806 5,844

負債合計 16,229 14,280

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,233 5,233

資本剰余金 4,794 4,794

利益剰余金 4,772 3,863

自己株式 △1,007 △1,007

株主資本合計 13,794 12,884

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △252 △53

その他の包括利益累計額合計 △252 △53

純資産合計 13,541 12,830

負債純資産合計 29,771 27,111
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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１四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 2,860 2,730

売上原価 2,573 2,420

売上総利益 287 309

販売費及び一般管理費 1,147 1,179

営業損失（△） △860 △869

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 32 28

その他 8 4

営業外収益合計 41 33

営業外費用   

支払利息 27 29

支払手数料 7 7

社債発行費 22 －

その他 0 7

営業外費用合計 57 44

経常損失（△） △876 △879

特別損失   

固定資産除却損 4 1

ゴルフ会員権評価損 － 8

投資有価証券評価損 0 －

特別損失合計 4 9

税金等調整前四半期純損失（△） △881 △889

法人税、住民税及び事業税 7 7

法人税等調整額 △31 △24

法人税等合計 △23 △16

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △857 △872

四半期純損失（△） △857 △872

前澤工業㈱(6489)　平成25年5月期第1四半期決算短信

－6－



 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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △857 △872

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14 198

その他の包括利益合計 △14 198

四半期包括利益 △872 △673

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △872 △673

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 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６月１日  至  平成23年８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) １  セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

   当第１四半期連結累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成24年８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) １  セグメント損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２  セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２環境事業

バルブ
事業

メンテナ
ンス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,356 1,185 318 2,860 ─ 2,860

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

6 24 5 35 △35 ─

計 1,362 1,210 323 2,896 △35 2,860

セグメント損失（△） △370 △267 △221 △859 △0 △860

(単位：百万円)

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２環境事業

バルブ
事業

メンテナ
ンス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,060 1,191 478 2,730 ─ 2,730

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

2 47 4 53 △53 ─

計 1,062 1,239 482 2,784 △53 2,730

セグメント損失（△） △413 △272 △180 △866 △3 △869

（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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