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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 9,298 △7.8 98 ― 258 470.3 △23 ―
25年3月期第1四半期 10,079 26.1 △32 ― 45 △39.2 △106 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 146百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △107百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 △0.46 ―
25年3月期第1四半期 △2.28 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

26年3月期第1四半期 42,821 19,940 45.7 380.96
25年3月期 43,787 20,103 45.0 384.07
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  19,556百万円 25年3月期  19,716百万円

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  
平成26年3月期の第2四半期末配当金の内訳は、普通配当4円50銭、記念配当1円です。 

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

25年3月期 ― 4.50 ― 4.50 9.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 5.50 ― 4.50 10.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  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) 20,780 △6.2 500 △2.0 590 11.1 120 △13.8 2.34
通期 43,000 △3.5 2,720 13.1 2,840 7.6 1,830 6.6 35.65



(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、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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、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。 

※  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） 26年3月期1Q 51,400,000 株 25年3月期 51,400,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 64,751 株 25年3月期 64,751 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 51,335,249 株 25年3月期1Q 46,736,195 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（1）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年 12 月に発足した新政権による積極的な金融緩和政策によ

り円安・株高基調で推移し、また企業業績も全般に持ち直しの動きが見られるなど、景気の回復期待が広がりました。

一方、国際経済は、米国では景気上昇が見られるものの、中国の経済失速懸念に加えて、欧州経済は依然として回復

の兆候がみえないなど、先行きはなお不透明な状態が続いております。 

当社グループを取り巻く環境は、民間設備投資、新設住宅着工数、公共関連投資などの指標は回復傾向にあるもの

の、それらの当社グループへの寄与はまだ限定的であり、引き続き厳しい状況が続きました。 

このような環境のもと、当社グループは、前年度からスタートした５ヵ年計画、Aichi グループ「中期経営計画 2016」

に基づき、ものづくり改革の推進による「基盤事業の収益向上」に努め、収益構造の変革や成長路線への進展のため

「工場市場・グローバル市場での売上拡大」などに取り組んでまいりました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間（平成 25 年４月１日から平成 25 年６月 30 日まで）の売上高は、ガス関連

機器は当年度がプロパンガスメーターの需要ボトム期に当たることや、水道関連機器は前年度下期から選別受注を推

し進めていることなどから、前年同期比 7.8%減少の 92 億９千８百万円となりました。 

利益面につきましては、前述の選別受注やコストダウンによる効果、また円安等の影響も受け、営業利益は９千８ 

百万円（前年同期に比べ１億３千万円の増益）、経常利益は２億５千８百万円（前年同期に比べ２億１千３百万円の

増益）となりました。一方、四半期純損益は投資有価証券評価損や新社屋への移転に伴う費用を特別損失に計上した

ことなどにより、２千３百万円の損失（前年同期に比べ８千２百万円の増益）となりました。 

なお、当第１四半期の業績は、例年同様、季節変動の影響を受け低水準にとどまっておりますが、概ね通期の業績

計画に沿って推移しております。 

 

（2）財政状態に関する説明 

当第１四半期末連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりました。 

流動資産は、16 億８千５百万円減少し、245 億１千１百万円となりました。これは、たな卸資産が６億８千５百万

円増加しましたが、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が 16 億５百万円減少したことや、現金及び預金が

３億２千９百万円減少したことなどによります。固定資産は、７億１千９百万円増加し、183 億９百万円となりまし

た。これは、主に有形固定資産が 11 億７千９百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、９億６千

６百万円減少し、428 億２千１百万円となりました。 

負債は、８億３百万円減少し、228 億８千１百万円となりました。これは、流動負債のその他が６億４千８百万円

増加しましたが、未払法人税等が８億２千万円減少したことや、支払手形及び買掛金が４億８千３百万円減少したこ

となどによります。 

純資産は、その他有価証券評価差額金が１億９百万円増加しましたが、配当金の支払いなどにより利益剰余金が３

億２千６百万円減少したことなどにより、１億６千３百万円減少し、199 億４千万円となりました。 

 

（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成 26 年３月期の連結業績予想につきましては、平成 25 年５月８日付「平成 25 年３月期 決算短信〔日本基準〕

（連結）」にて発表いたしました業績予想に変更はありません。 
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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 

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) 会計処理の変更・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。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,299 4,969

受取手形及び売掛金 12,210 10,604

有価証券 36 36

製品 836 1,248

仕掛品 6,297 6,546

原材料及び貯蔵品 205 229

その他 1,314 878

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 26,197 24,511

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,875 4,590

その他 4,924 3,388

有形固定資産合計 6,799 7,978

無形固定資産 275 262

投資その他の資産   

投資有価証券 7,005 6,745

その他 3,548 3,362

貸倒引当金 △38 △39

投資その他の資産合計 10,515 10,068

固定資産合計 17,590 18,309

資産合計 43,787 42,821

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,708 6,225

短期借入金 3,559 3,559

1年内返済予定の長期借入金 4,703 4,703

未払法人税等 827 7

役員賞与引当金 45 10

その他 3,058 3,706

流動負債合計 18,901 18,211

固定負債   

長期借入金 255 255

退職給付引当金 4,090 4,009

資産除去債務 5 5

その他 432 400

固定負債合計 4,783 4,670

負債合計 23,684 22,881
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,218 3,218

資本剰余金 313 313

利益剰余金 14,180 13,854

自己株式 △18 △18

株主資本合計 17,693 17,367

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,008 2,117

為替換算調整勘定 14 71

その他の包括利益累計額合計 2,023 2,189

新株予約権 40 40

少数株主持分 345 342

純資産合計 20,103 19,940

負債純資産合計 43,787 42,821
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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24年４月１日 
  至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年６月30日) 

売上高 10,079 9,298

売上原価 8,147 7,207

売上総利益 1,932 2,091

販売費及び一般管理費 1,964 1,993

営業利益又は営業損失（△） △32 98

営業外収益   

受取配当金 72 76

為替差益 8 98

その他 44 38

営業外収益合計 126 213

営業外費用   

支払利息 21 22

その他 26 30

営業外費用合計 48 52

経常利益 45 258

特別利益   

固定資産売却益 43 －

投資有価証券売却益 － 108

環境対策費戻入益 － 38

特別利益合計 43 146

特別損失   

投資有価証券評価損 106 96

移転関連費用 － 189

特別損失合計 106 286

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△17 118

法人税、住民税及び事業税 73 61

法人税等調整額 △32 76

法人税等合計 40 138

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △58 △19

少数株主利益 48 3

四半期純損失（△） △106 △23
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   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24年４月１日 
  至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
  至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △58 △19

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △68 109

為替換算調整勘定 19 56

その他の包括利益合計 △49 166

四半期包括利益 △107 146

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △155 142

少数株主に係る四半期包括利益 48 3
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(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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