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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動の影響もありましたが、政

府の経済政策や金融緩和により景気は緩やかな回復基調で推移しました。

　このような、経営環境の中で当社は、『お客様が求める環境作りのために私たち(社員)はお客様の声を起点に農

と住の明日を創造する会社を目指します。』を事業骨子とし、引き続き販売力の強化や新製品の開発に取り組んで

まいりました。

　当第１四半期累計期間において、当社が主力としております熱機器事業の農用機器は、主力機器の出荷が堅調に

推移しましたが、震災復興事業が前事業年度に比べ規模が縮小した部分もあり、売上高は前年同期に比べ減少しま

した。汎用機器においては、厳しい価格競争の中、積極的な拡販活動に注力し、前年同期を上回りました。以上の

結果、売上高９億１千４百万円(前年同期比15.8%減)となりました。

　また、衛生機器事業においては、簡易水洗便器市場の縮小等による厳しい環境の中、便槽の拡販活動に注力した

結果、売上高は１億７千７百万円(前年同期比12.8%増)となりました。

　その他事業においては、農産物の収穫量の減少等により、売上高は１千３百万円(前年同期比52.6%減)となりま

した。

　以上の結果により、売上高は11億５百万円(前年同期比13.0%減)と前年同期を下回りましたが、ほぼ計画どおり

の結果となりました。

　損益面においては、売上高の減少に伴い、営業損失は２億２百万円(前年同期８千９百万円の営業損失)となり、

経常損失は２億２百万円(前年同期９千３百万円の経常損失)となりました。

　また、法人税等調整額７千万円の計上等により、四半期純損失は１億３千５百万円(前年同期８千８百万円の四

半期純損失)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　（資 産）

　流動資産は、前事業年度末に比べ、現金及び預金が３億３千８百万円、棚卸資産が１億９千９百万円増加しました

が、売上債権が８億５千５百万円減少したこと等により、２億６千９百万円の減少となりました。

　固定資産は、前事業年度末に比べ、有形固定資産が減価償却費等により１千６百万円減少しましたが、投資その他

の資産が１千７百万円増加したこと等により、３百万円の増加となりました。

　以上の結果、前事業年度末に比べ、総資産は２億６千５百万円減少し、60億７千９百万円となりました。

　（負 債）

　流動負債は、前事業年度末に比べ、短期借入金が２億１千５百万円増加しましたが、仕入債務が２億３千７百万円、

未払法人税等が１億２千６百万円、流動負債の「その他」に含まれる未払費用が１億４千３百万円減少したこと等に

より、２億２千９百万円の減少となりました。

固定負債は、前事業年度末に比べ、退職給付引当金が１千３百万円、社債が１千万円減少しましたが、長期借入金

が１億５千２百万円増加したこと等により、１億１千３百万円の増加となりました。

　（純資産）

　 純資産の部は、前事業年度末に比べ、四半期純損失を１億３千５百万円計上し、剰余金の配当を２千３百万円行っ

たこと等により、１億４千９百万円の減少となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 業績予想につきましては、平成26年５月７日に公表いたしました数値から変更しておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期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。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　（会計方針の変更）

　「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び

「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指

針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四

半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定

額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四半期

会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しておりま

す。

この結果、当第１四半期会計期間の期首の退職給付引当金が１千４百万円減少し、利益剰余金が８百万円、繰延税

金資産が４百万円、前払年金費用が０百万円それぞれ増加しております。なお、損益計算書に与える影響は軽微であ

ります。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)
前事業年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 787,099 1,125,186
受取手形及び売掛金 2,126,475 1,271,052
商品及び製品 549,048 669,785
仕掛品 190,053 200,166
原材料及び貯蔵品 599,337 667,961
その他 178,478 224,427
貸倒引当金 △15,532 △12,763
流動資産合計 4,414,959 4,145,815

固定資産
有形固定資産

建物（純額） 528,996 535,861
その他（純額） 752,557 728,819
有形固定資産合計 1,281,554 1,264,681

無形固定資産 119,788 123,108
投資その他の資産

その他 534,168 550,316
貸倒引当金 △5,337 △4,301
投資その他の資産合計 528,830 546,014

固定資産合計 1,930,173 1,933,803
資産合計 6,345,133 6,079,619

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 1,102,964 864,968
1年内償還予定の社債 60,000 60,000
短期借入金 807,353 1,023,348
未払法人税等 132,243 6,221
その他 476,748 395,335
流動負債合計 2,579,309 2,349,874

固定負債
長期借入金 733,945 886,255
社債 220,000 210,000
退職給付引当金 753,036 739,523
役員退職慰労引当金 75,708 68,270
資産除去債務 14,080 14,080
その他 170,159 162,667
固定負債合計 1,966,930 2,080,796

負債合計 4,546,239 4,430,671
純資産の部

株主資本
資本金 601,424 601,424
資本剰余金 480,463 480,463
利益剰余金 718,631 568,105
自己株式 △7,551 △7,551
株主資本合計 1,792,967 1,642,441

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 5,926 6,506
評価・換算差額等合計 5,926 6,506

純資産合計 1,798,893 1,648,948
負債純資産合計 6,345,133 6,079,619
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 1,271,225 1,105,390

売上原価 851,344 738,975

売上総利益 419,880 366,414

販売費及び一般管理費 509,779 568,502

営業損失（△） △89,899 △202,088

営業外収益

受取利息 104 73

受取配当金 1,067 985

受取地代家賃 2,100 2,100

保険返戻金 - 5,335

貸倒引当金戻入額 4,289 3,487

その他 2,412 907

営業外収益合計 9,973 12,889

営業外費用

支払利息 11,474 10,002

その他 1,831 3,074

営業外費用合計 13,306 13,076

経常損失（△） △93,232 △202,275

特別利益

固定資産売却益 - 1,910

特別利益合計 - 1,910

特別損失

固定資産除却損 614 129

投資有価証券評価損 6,240 -

会員権評価損 - 120

特別損失合計 6,854 249

税引前四半期純損失（△） △100,087 △200,615

法人税、住民税及び事業税 5,249 5,258

法人税等調整額 △17,310 △70,351

法人税等合計 △12,061 △65,093

四半期純損失（△） △88,026 △135,521
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（３）四半期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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