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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12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 ％

26年3月期第3四半期 9,023 △13.5 △292 ― △216 ― △132 ―
25年3月期第3四半期 10,427 38.8 △348 ― △281 ― △200 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 137百万円 （―％） 25年3月期第3四半期 △232百万円 （―％）

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3四半期 △30.00 ―
25年3月期第3四半期 △45.25 ―

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3四半期 20,168 14,497 71.9 3,275.32
25年3月期 23,350 14,537 62.3 3,284.30
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 14,497百万円 25年3月期 14,537百万円

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 ： 有 
 

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 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ― 20.00 ―
26年3月期（予想） 25.00 45.00

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 18,600 △4.0 1,060 36.9 1,150 34.3 680 35.7 153.63



(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2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する
説明」をご覧ください。 
2.平成25年10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 ： 無
②①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3Q 4,776,900 株 25年3月期 4,776,900 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 350,598 株 25年3月期 350,542 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 4,426,339 株 25年3月期3Q 4,426,392 株



【参考】 

  

平成26年３月期の個別業績予想（平成25年4月１日～平成26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  18,200  △3.7  1,050  43.1  1,140  38.2  670  37.7   151.37
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四半期連結累計期間の海外経済に関しては、米国経済が回復し、欧州経済も下げ止まる一方、新興国は総

じて伸び悩みの状況です。日本経済に関しては、景気刺激策を受けて公共投資が増加するなど、堅調な内需が不振

の外需を補うかたちで緩やかな成長が続いています。 

  当社の属する風水力機械マーケットも、堅調な公共投資と回復しつつある海外需要により、好調を維持していま

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３四半期連結累計期間における受

注総額は前年同期比116.0％の137億54百万円となりました。売上高については、前年同期比86.5％の90億23百万円

となりました。また損益面については、利益率のよい案件の売り上げが多く、売上総利益が80百万円増加したこと

などから、営業損失２億92百万円（前年同期は３億48百万円の損失）、経常損失２億16百万円（前年同期は２億81

百万円の損失）、四半期純損失１億32百万円（前年同期は２億円の損失）と改善されました。 

  なお、当社グループの売上高計上は、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）財政状態に関する説明 

（資産）  

当第３四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、31億81百万円減少し201億68百万円となり

ました。 

これは、有価証券の増加24億13百万円、仕掛品の増加10億71百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少

66億19百万円、投資その他の資産のその他の減少５億３百万円などがあったことによるものです。 

（負債）  

当第３四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、31億41百万円減少し56億71百万円となりま

した。 

これは、前受金の増加４億46百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少28億51百万円、未払法人税等の

減少３億37百万円などがあったことによるものです。 

（純資産）  

当第３四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、39百万円減少し144億97百万円となりまし

た。 

これは、その他有価証券評価差額金の増加２億21百万円などがあったものの、利益剰余金の減少３億９百万円な

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、71.9％（前連結会計年度末62.3％）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 

  国内の公共投資が堅調であるため国内官需の受注が順調に推移しているものの、海外マーケットにおける受注競

争に依然として厳しさがあることなどから、当社グループの通期の受注額は前回予想（平成25年10月30日時点）か

ら減少して187億円となる見込みです。売上高については186億円と前回予想から減少する予想ですが、利益面につ

いては、利益率のよい案件の売上や経費削減努力などにより、営業利益10億60百万円、経常利益11億50百万円、当

期純利益６億80百万円と、それぞれ前回予想から改善される見込みです。 

  詳細につきましては、本日公表の「通期業績予想の修正及び配当予想の修正（増配）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 

該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算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



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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,171,841 2,151,297

受取手形及び売掛金 13,528,476 6,909,187

有価証券 112,287 2,525,330

仕掛品 1,368,853 2,440,248

原材料及び貯蔵品 136,811 154,573

繰延税金資産 512,310 585,630

その他 108,474 331,631

流動資産合計 17,939,056 15,097,898

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,872,339 1,858,566

その他（純額） 864,408 892,785

有形固定資産合計 2,736,748 2,751,352

無形固定資産 202,604 178,077

投資その他の資産   

投資有価証券 1,704,961 1,878,665

その他（純額） 817,871 314,227

貸倒引当金 △51,109 △51,409

投資その他の資産合計 2,471,722 2,141,482

固定資産合計 5,411,075 5,070,912

資産合計 23,350,132 20,168,811

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,462,417 2,610,700

未払法人税等 352,468 14,593

前受金 734,475 1,181,348

受注損失引当金 290,783 178,543

製品保証引当金 107,195 76,535

役員賞与引当金 47,396 41,425

その他 1,251,480 1,004,267

流動負債合計 8,246,217 5,107,414

固定負債   

退職給付引当金 452,263 316,643

役員退職慰労引当金 13,709 15,524

その他 100,462 231,692

固定負債合計 566,436 563,860

負債合計 8,812,654 5,671,274



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31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 13,846,644 13,536,807

自己株式 △557,291 △557,381

株主資本合計 14,210,672 13,900,745

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 412,078 633,900

繰延ヘッジ損益 △85,272 △37,108

その他の包括利益累計額合計 326,806 596,791

純資産合計 14,537,478 14,497,537

負債純資産合計 23,350,132 20,168,811



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 10,427,697 9,023,947

売上原価 8,654,089 7,169,791

売上総利益 1,773,608 1,854,156

販売費及び一般管理費 2,122,005 2,147,104

営業損失（△） △348,397 △292,948

営業外収益   

受取利息 13,652 7,733

受取配当金 37,515 43,234

受取賃貸料 53,432 53,728

その他 10,939 13,916

営業外収益合計 115,540 118,612

営業外費用   

為替差損 18,117 18,714

賃貸費用 15,698 14,682

その他 14,661 8,648

営業外費用合計 48,478 42,045

経常損失（△） △281,335 △216,380

特別利益   

受取和解金 － 35,000

特別利益合計 － 35,000

税金等調整前四半期純損失（△） △281,335 △181,380

法人税、住民税及び事業税 4,536 4,119

法人税等調整額 △85,588 △52,717

法人税等合計 △81,051 △48,597

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △200,283 △132,782

四半期純損失（△） △200,283 △132,782



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △200,283 △132,782

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,069 221,821

繰延ヘッジ損益 △33,314 48,163

その他の包括利益合計 △32,245 269,985

四半期包括利益 △232,528 137,202

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △232,528 137,202

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 

平成25年４月１日 至 平成25年12月31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 

 （注）金額は販売価額によっており、消費税等は含まれておりません。 

（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）

（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）

４.補足情報

期別 

製品区分 

前四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

当四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

(参考）前連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25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  8,512,315  71.8  9,996,966  72.7  13,101,337  74.0

送風機  1,812,496  15.3  2,857,518  20.8  2,783,598  15.7

バルブ  383,945  3.2  140,412  1.0  421,509  2.4

その他製品  1,151,734  9.7  759,667  5.5  1,386,633  7.9

計  11,860,491  100.0  13,754,565  100.0  17,693,079  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  8,188,830  78.5  6,397,724  71.0  15,411,862  79.6

送風機  1,588,728  15.2  2,016,624  22.3  2,523,266  13.0

バルブ  101,369  1.0  85,619  0.9  271,043  1.4

その他製品  548,769  5.3  523,978  5.8  1,165,046  6.0

計  10,427,697  100.0  9,023,947  100.0  19,371,219  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  13,016,341  78.9  13,981,574  77.2  10,382,332  77.5

送風機  2,099,413  12.7  2,976,871  16.4  2,135,977  15.9

バルブ  331,695  2.0  254,378  1.4  199,585  1.5

その他製品  1,056,975  6.4  911,286  5.0  675,597  5.1

計  16,504,424  100.0  18,124,109  100.0  13,393,491  100.0
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