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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 4,066 △30.1 △175 ― 183 981.8 141 ―
25年3月期第2四半期 5,814 △1.9 239 △35.5 17 △43.9 △146 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 286百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △320百万円 （―％）

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2四半期 8.22 ―
25年3月期第2四半期 △8.35 ―

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2四半期 25,693 22,495 87.4 1,314.14
25年3月期 26,231 22,650 86.2 1,289.75
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  22,463百万円 25年3月期  22,609百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 7.00 7.00

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、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 10,500 △6.1 100 △54.0 230 △78.8 120 △83.6 7.02



(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き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 
上記の予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予想数値
と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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】P.2「１．当四半期決算に関す
る定性的情報の（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。 

※  注記事項

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2Q 17,657,000 株 25年3月期 17,657,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 563,492 株 25年3月期 127,171 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 17,239,940 株 25年3月期2Q 17,530,194 株
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（以下、当第２四半期という）におけるわが国経済は、政府の経済・金融政策を背景

に円高是正・株高となり、緩やかな回復基調にありますが、世界経済においては、中国をはじめとする新興国の経

済成長の鈍化や、欧米の政府債務問題を巡る懸念を不安視する動きもあり、依然として不透明な状況が続いており

ます。

このような状況の中、当社グループは顧客満足度の向上を経営方針として掲げ、グローバル化と技術・サービ

ス・生産体制の革新により、お客様に新たな満足を提供する企業を目指してまいりました。しかしながら、当第２

四半期における受注高は56億19百万円（前年同期比19.3％減）、また前期における受注低迷のため、売上高は40億

66百万円（同30.1％減）にとどまりました。一方受注残高は93億45百万円（同7.4％増）となりました。

損益面につきましては、十分な売上を確保できず、営業損益は１億75百万円の損失（前年同期は２億39百万円の

利益）となりました。しかしながら、円高是正の影響で為替差益の計上により、経常利益は１億83百万円（同17百

万円の利益）、四半期純利益は１億41百万円（同１億46百万円の損失）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

【船舶用機器事業】

世界の新造船建造機運は長期に渡り低迷が続いておりましたが、2013年の年初より受注回復の兆しが見え始め、

１月から６月までの世界全体の受注量は前年同期に比べ大幅増となりました。しかしながら、造船所からの機器発

注までには時間を要するため、当第２四半期における受注高は12億55百万円（前年同期比5.4％増）にとどまり、

売上高は11億66百万円（同24.8％減）、営業利益は１億19百万円（同37.9％減）、受注残高は14億68百万円（同

4.8％減）となりました。

【陸上用機器事業】

都市ごみ焼却プラント向け、石油精製業界向け空冷式熱交換器の需要増に、LNG受入基地向け超低温バタフライ

弁の受注が加わり、受注高は16億53百万円（同27.4％増）となりました。しかし、売上高は８億４百万円（同

19.5％減）、営業損益は９百万円の損失（前年同期は45百万円の利益）、受注残高は20億98百万円（前年同期比

11.4％増）となりました。

【水処理装置事業】

新市場として注力してきた食品用途向け蒸発濃縮装置や海水淡水化装置の受注はできたものの、前期受注したよ

うな大口の受注がなかったことから、受注高は18億45百万円（同50.8％減）となりました。また、受注低迷の影響

で、売上高は14億92百万円（同42.3％減）となり、営業損益は１億67百万円の損失（前年同期は82百万円の利

益）、受注残高は46億29百万円（前年同期比6.3％増）となりました。

【消音冷熱装置事業】

ビル向け空調用騒音防止装置の受注が増加し、受注高は８億57百万円（同19.3％増）となりました。一方、都市

ごみ焼却プラント向け騒音防止装置の売上が伸びず売上高は５億96百万円（同10.8％減）となり、営業損益は１億

21百万円の損失（前年同期は85百万円の損失）、受注残高は11億47百万円（前年同期比24.8％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は256億93百万円となり、前期末と比べて５億37百万円減少しま

した。その主な内訳は現金及び預金が３億円、仕掛品が４億77百万円、前渡金が３億46百万円それぞれ増加したも

のの、受取手形及び売掛金が17億36百万円減少したことによるものです。

負債合計は31億97百万円となり、前期末と比べて３億83百万円減少しました。その主な内訳は支払手形及び買掛

金が１億11百万円、未払法人税等が１億18百万円、流動負債のその他が１億20百万円それぞれ減少したことによる

ものです。

純資産合計は224億95百万円となり、前期末と比べて１億54百万円減少しました。その主な内訳はその他有価証

券評価差額金が１億61百万円増加したものの、自己株式の取得により自己株式が３億円増加したことによるもので

す。

（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14日に公表いたしました予想値から変更しており

ます。詳細につきましては本日（平成25年11月13日）公表の「平成26年３月期第２四半期連結累計期間業績予想値

と実績値との差異の発生および平成26年３月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 10,782,122 11,082,122

受取手形及び売掛金 6,009,745 4,272,980

有価証券 603,336 773,476

仕掛品 911,595 1,389,447

原材料及び貯蔵品 609,298 559,584

前渡金 247,146 593,241

前払費用 56,955 133,406

繰延税金資産 150,216 141,642

その他 59,993 91,654

貸倒引当金 △753 △997

流動資産合計 19,429,656 19,036,558

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,661,984 5,598,325

減価償却累計額 △4,102,275 △4,097,082

建物及び構築物（純額） 1,559,709 1,501,242

機械装置及び運搬具 2,587,197 2,545,444

減価償却累計額 △2,189,201 △2,198,129

機械装置及び運搬具（純額） 397,996 347,315

工具、器具及び備品 1,038,346 1,037,563

減価償却累計額 △986,673 △994,274

工具、器具及び備品（純額） 51,673 43,288

土地 1,830,392 1,828,666

リース資産 136,345 148,556

減価償却累計額 △65,383 △72,532

リース資産（純額） 70,961 76,023

有形固定資産合計 3,910,733 3,796,536

無形固定資産

リース資産 41,336 37,204

その他 10,561 9,656

無形固定資産合計 51,898 46,860

投資その他の資産

投資有価証券 2,609,302 2,601,612

長期前払費用 10,935 7,717

繰延税金資産 51,818 53,253

その他 190,204 176,433

貸倒引当金 △23,355 △25,687

投資その他の資産合計 2,838,905 2,813,329

固定資産合計 6,801,536 6,656,727

資産合計 26,231,193 25,693,286
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 910,584 798,873

リース債務 33,566 33,303

未払費用 70,632 69,189

未払法人税等 169,475 50,573

前受金 44,980 39,963

賞与引当金 213,930 235,411

役員賞与引当金 2,400 1,300

工事補償等引当金 130,068 122,126

その他 317,796 197,116

流動負債合計 1,893,434 1,547,858

固定負債

リース債務 89,472 88,885

繰延税金負債 258,893 352,188

退職給付引当金 1,108,383 1,072,107

役員退職慰労引当金 26,305 29,304

長期未払金 204,000 107,000

固定負債合計 1,687,055 1,649,485

負債合計 3,580,489 3,197,344

純資産の部

株主資本

資本金 2,220,000 2,220,000

資本剰余金 1,684,835 1,684,835

利益剰余金 18,247,101 18,248,571

自己株式 △84,597 △384,774

株主資本合計 22,067,338 21,768,632

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 544,514 706,218

繰延ヘッジ損益 － 7,290

為替換算調整勘定 △2,816 △18,820

その他の包括利益累計額合計 541,698 694,688

少数株主持分 41,667 32,620

純資産合計 22,650,703 22,495,941

負債純資産合計 26,231,193 25,693,286
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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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 5,814,840 4,066,453

売上原価 4,559,930 3,213,088

売上総利益 1,254,910 853,364

販売費及び一般管理費

運賃 95,963 52,054

販売手数料 39,834 41,223

広告宣伝費 8,360 9,101

貸倒引当金繰入額 △394 2,447

役員報酬 73,307 70,582

従業員給料及び手当 260,200 285,125

賞与引当金繰入額 87,406 66,842

役員賞与引当金繰入額 900 1,100

福利厚生費 76,337 76,153

退職給付引当金繰入額 37,662 37,735

役員退職慰労引当金繰入額 2,422 2,998

旅費及び交通費 50,197 54,537

賃借料 28,379 33,230

工事補償等引当金繰入額 7,174 17,875

研究開発費 57,981 76,230

減価償却費 31,154 31,090

その他 158,619 170,127

販売費及び一般管理費合計 1,015,505 1,028,455

営業利益又は営業損失（△） 239,404 △175,090

営業外収益

受取利息 21,566 15,952

受取配当金 26,483 30,093

有価証券評価益 － 6,234

持分法による投資利益 31,094 92,634

為替差益 － 207,606

その他 14,343 9,247

営業外収益合計 93,487 361,770

営業外費用

支払利息 206 258

為替差損 269,034 －

投資有価証券評価損 46,463 －

自己株式取得費用 － 2,043

その他 186 464

営業外費用合計 315,891 2,766

経常利益 17,000 183,913
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

特別損失
固定資産除却損 200 9

ゴルフ会員権評価損 － 3,850

関係会社株式評価損 － 3,093

減損損失 20,082 －

特別損失合計 20,283 6,952

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（△）

△3,283 176,960

法人税、住民税及び事業税 25,399 35,197

法人税等調整額 114,337 2,854

法人税等合計 139,737 38,052

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△143,020 138,908

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,288 △2,800

四半期純利益又は四半期純損失（△） △146,309 141,709
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（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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△143,020 138,908

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △145,468 161,704

繰延ヘッジ損益 － 7,290

為替換算調整勘定 △18,352 △42,047

持分法適用会社に対する持分相当額 △13,529 20,998

その他の包括利益合計 △177,350 147,944

四半期包括利益 △320,371 286,853

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △320,586 294,699

少数株主に係る四半期包括利益 214 △7,846
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（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24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） △3,283 176,960

減価償却費 126,951 129,705

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,514 2,575

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,204 21,481

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,900 △1,100

工事補償等引当金の増減額(△は減少) △19,077 △7,941

受注損失引当金の増減額（△は減少） △3,900 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △93,920 △33,565

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,068 2,998

受取利息及び受取配当金 △48,049 △46,046

支払利息 206 258

為替差損益（△は益） 143,199 △168,169

有価証券評価損益（△は益） － △6,234

持分法による投資損益（△は益） △31,094 △92,634

固定資産除売却損益（△は益） 200 9

ゴルフ会員権評価損 － 3,850

関係会社株式評価損 － 3,093

投資有価証券評価損益（△は益） 46,463 －

減損損失 20,082 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,212,172 1,716,963

たな卸資産の増減額（△は増加） 99,030 △440,068

仕入債務の増減額（△は減少） △241,444 △447,630

その他 △113,966 △308,109

小計 1,062,885 506,394

利息及び配当金の受取額 49,745 60,373

利息の支払額 △209 △247

法人税等の支払額 △62,406 △151,400

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,050,014 415,120

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 200,559 299,998

有形固定資産の取得による支出 △81,075 △20,593

投資有価証券の取得による支出 △103,769 △106,894

その他 41,611 12,312

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,325 184,822

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 △16,562 △18,286

自己株式の取得による支出 △219 △300,176

配当金の支払額 △140,244 △140,238

少数株主への配当金の支払額 △2,530 △1,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,556 △459,902

現金及び現金同等物に係る換算差額 △154,830 159,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 792,952 300,000

現金及び現金同等物の期首残高 8,122,383 10,782,122

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,915,336 11,082,122

株式会社ササクラ（6303）　平成26年３月期　第２四半期決算短信

－ 8 －



該当事項はありません。

当社は、平成25年５月14日開催の取締役会決議に基づき、第１四半期連結累計期間において普通株式435,000株、

299,366千円の自己株式を取得しております。

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

前第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）

（単位：千円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）

（単位：千円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と一致しております。

（４）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント
その他
（注）１

合計
（注）２船舶用

機器事業
陸上用
機器事業

水処理
装置事業

消音冷熱
装置事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,551,385 999,324 2,588,412 668,439 5,807,561 7,278 5,814,840

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 1,551,385 999,324 2,588,412 668,439 5,807,561 7,278 5,814,840

セグメント利益
又は損失（△）

191,568 45,569 82,721 △85,285 234,574 4,829 239,404

報告セグメント
その他
（注）１

合計
（注）２船舶用

機器事業
陸上用
機器事業

水処理
装置事業

消音冷熱
装置事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,166,271 804,228 1,492,401 596,452 4,059,354 7,099 4,066,453

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 1,166,271 804,228 1,492,401 596,452 4,059,354 7,099 4,066,453

セグメント利益
又は損失（△） 119,024 △9,920 △167,599 △121,270 △179,765 4,675 △175,090
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