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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 6,221 26.6 △457 ― △468 ― △333 ―

24年3月期第2四半期 4,916 △13.0 △746 ― △728 ― △459 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △497百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △597百万円 （―％）

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2四半期 △75.34 ―

24年3月期第2四半期 △101.81 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 19,289 13,523 70.1
24年3月期 21,275 14,109 66.3

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  13,523百万円 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 ― 20.00

25年3月期（予想） ― 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、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  ：  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

通期 19,900 22.3 520 49.6 540 26.5 280 62.6 63.26



(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3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7月30日に公表しました通期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2Q 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2Q 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2Q 4,426,396 株 24年3月期2Q 4,511,884 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、対前期増減率）

  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

通期  19,400  23.0  490  57.6  510  27.7  265  63.5   59.87
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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の動きが広がっ

ています。 

国内経済においては、復興関連需要などがあるものの、世界経済の減速などを背景に、景気は横ばい圏内の弱い

動きとなっています。 

風水力機械業界の需要状況については、国内官需を中心に回復しています。 

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た結果、当第２四半期連結累計期間における受

注総額は前年同期比99.0％の86億47百万円となりました。売上高については、前年同期比126.6％の62億21百万円

と大幅に増加しました。また利益面については、前年同期に比べて、売上高の増加などにより売上総利益が２億90

百万円増加したことから、営業損失４億57百万円（前年同期は７億46百万円の損失）、経常損失４億68百万円（前

年同期は７億28百万円の損失）、四半期純損失３億33百万円（前年同期は４億59百万円の損失）と改善されまし

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 

(1）財政状態の分析 

（資産）  

当第２四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、19億85百万円減少し192億89百万円とな

りました。 

これは、現金及び預金の増加４億97百万円、仕掛品の増加７億93百万円があったものの、受取手形及び売掛金

の減少31億73百万円、投資有価証券の減少５億61百万円などがあったことによるものです。 

（負債）  

当第２四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、13億99百万円減少し57億65百万円となり

ました。 

これは、支払手形及び買掛金の減少10億10百万円、その他流動負債の減少４億79百万円などがあったことによ

るものです。 

（純資産）  

当第２四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、５億85百万円減少し135億23百万円とな

りました。 

これは、利益剰余金の減少４億22百万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、70.1％（前連結会計年度末66.3％）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末よ

り９億97百万円増加して、32億85百万円（前年同期12億12百万円）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、９億58百万円の増加（前年同期９億50百万円減少）となりました。 

これは、仕入債務の減少10億10百万円、たな卸資産の増加７億96百万円、税金等調整前四半期純損失４億68百

万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少31億73百万円、前受金の増加２億87百万円など増加要因が多

かったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１億34百万円の増加（前年同期13億22百万円減少）となりました。 

これは、有価証券及び投資有価証券の償還による収入２億円などによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いによる支出88百万円などにより、95百万円の減少（前

年同期２億44百万円減少）となりました。 

  

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 

当連結会計年度の通期の連結業績予想に関しては、厳しい円高環境が続き海外向けに対して苦戦が続くことが予

想されますが、国内の官需向けでカバーすることで、当社グループの受注総額は前回予想（平成24年７月30日時

点）と同じ221億円となる見込みです。売上高については、官需向け大型案件を受注したことなどにより前回予想

から増加し199億円となる見込みです。利益面についても、前回予想から改善し、営業利益５億20百万円、経常利

益５億40百万円、当期純利益２億80百万円となる見込みです。 

詳細につきましては、本日公表の「平成25年３月期第２四半期累計期間の業績予想値と実績値との差異及び通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（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、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 
（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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,786,567 2,283,799

受取手形及び売掛金 10,414,640 7,240,896

有価証券 1,487,986 1,576,266

仕掛品 939,816 1,733,036

原材料及び貯蔵品 129,858 132,955

繰延税金資産 377,290 548,448

その他 116,892 317,750

流動資産合計 15,253,053 13,833,153

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,843,880 1,901,731

その他（純額） 1,009,542 955,991

有形固定資産合計 2,853,422 2,857,722

無形固定資産 259,486 229,094

投資その他の資産   

投資有価証券 1,765,201 1,203,791

その他（純額） 1,196,059 1,218,242

貸倒引当金 △51,999 △52,319

投資その他の資産合計 2,909,260 2,369,713

固定資産合計 6,022,170 5,456,530

資産合計 21,275,224 19,289,683

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,866,750 2,856,092

未払法人税等 102,420 11,944

前受金 566,598 854,297

受注損失引当金 272,717 296,295

製品保証引当金 105,369 85,481

役員賞与引当金 29,937 21,900

その他 1,402,355 922,805

流動負債合計 6,346,148 5,048,817

固定負債   

退職給付引当金 666,014 572,676

役員退職慰労引当金 14,246 12,526

その他 139,092 131,665

固定負債合計 819,353 716,868

負債合計 7,165,502 5,765,685



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 13,100,520

自己株式 △557,236 △557,236

株主資本合計 13,886,623 13,464,603

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 69,613

繰延ヘッジ損益 △2,157 △10,219

その他の包括利益累計額合計 223,098 59,394

純資産合計 14,109,722 13,523,997

負債純資産合計 21,275,224 19,289,683



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,916,154 6,221,665

売上原価 4,283,958 5,299,304

売上総利益 632,196 922,361

販売費及び一般管理費 1,378,666 1,380,223

営業損失（△） △746,469 △457,862

営業外収益   

受取利息 11,861 10,105

受取配当金 24,640 25,056

受取賃貸料 34,949 35,820

その他 6,172 9,562

営業外収益合計 77,623 80,545

営業外費用   

投資有価証券評価損 34,498 63,410

賃貸費用 10,806 10,467

その他 14,451 17,554

営業外費用合計 59,756 91,432

経常損失（△） △728,602 △468,749

税金等調整前四半期純損失（△） △728,602 △468,749

法人税、住民税及び事業税 6,502 3,038

法人税等調整額 △275,764 △138,294

法人税等合計 △269,262 △135,256

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △459,340 △333,492

四半期純損失（△） △459,340 △333,492



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △459,340 △333,492

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △115,199 △155,641

繰延ヘッジ損益 △23,067 △8,061

その他の包括利益合計 △138,267 △163,703

四半期包括利益 △597,607 △497,196

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △597,607 △497,196

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △728,602 △468,749

減価償却費 251,583 214,519

貸倒引当金の増減額（△は減少） 195 320

退職給付引当金の増減額（△は減少） △104,147 △93,338

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,217 △1,719

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,578 △8,037

受注損失引当金の増減額（△は減少） △10,831 23,577

製品保証引当金の増減額（△は減少） △34,291 △19,887

受取利息及び受取配当金 △36,501 △35,161

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 2,279 －

固定資産売却損益（△は益） △704 △178

固定資産処分損益（△は益） 3,631 5,268

投資有価証券評価損 34,498 63,410

為替差損益（△は益） 18 21

その他の損益（△は益） 2 △13,787

売上債権の増減額（△は増加） 2,934,320 3,173,743

たな卸資産の増減額（△は増加） △672,194 △796,316

その他の資産の増減額（△は増加） △84,959 △202,519

仕入債務の増減額（△は減少） △2,206,844 △1,010,657

未払消費税等の増減額（△は減少） △21,279 △1,851

前受金の増減額（△は減少） 292,278 287,699

その他の負債の増減額（△は減少） △349,979 △124,563

小計 △749,888 991,791

利息及び配当金の受取額 38,315 37,940

保険金の受取額 － 13,787

法人税等の支払額 △238,901 △84,849

営業活動によるキャッシュ・フロー △950,474 958,671

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,317,574 －

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

1,302,671 200,000

有形固定資産の取得による支出 △147,654 △54,363

有形固定資産の売却による収入 1,060 238

無形固定資産の取得による支出 △162,084 △12,478

貸付金の回収による収入 1,156 1,156

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,322,426 134,551

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △7,088 △7,088

自己株式の取得による支出 △56,078 －

配当金の支払額 △181,010 △88,527

財務活動によるキャッシュ・フロー △244,176 △95,616

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 △21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,517,095 997,584

現金及び現金同等物の期首残高 3,729,812 2,288,194

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,212,716 3,285,779



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。 

   

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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９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９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  6,904,838  79.0  6,651,436  76.9  15,950,209  81.9

送風機  1,367,779  15.7  825,273  9.5  2,314,405  11.9

バルブ  189,984  2.2  267,349  3.1  321,913  1.7

その他製品  270,562  3.1  903,770  10.5  886,796  4.5

計  8,733,163  100.0  8,647,830  100.0  19,473,323  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  3,219,904  65.4  5,149,408  82.8  11,022,727  67.7

送風機  1,398,999  28.5  785,002  12.6  3,934,639  24.2

バルブ  17,961  0.4  33,364  0.5  293,294  1.8

その他製品  279,290  5.7  253,889  4.1  1,026,295  6.3

計  4,916,154  100.0  6,221,665  100.0  16,276,955  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  11,450,308  73.0  14,194,884  81.2  12,692,856  84.2

送風機  3,464,659  22.1  1,915,916  10.9  1,875,645  12.4

バルブ  192,523  1.2  283,104  1.6  49,119  0.3

その他製品  584,781  3.7  1,103,891  6.3  454,010  3.1

計  15,692,271  100.0  17,497,795  100.0  15,071,630  100.0
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