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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31日）

（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 ％

27年３月期第３四半期 9,038 11.4 175 404.6 298 115.6 128 －

26年３月期第３四半期 8,111 △9.5 34 △89.1 138 △65.4 △16 －
(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 225百万円(△38.5％) 26年３月期第３四半期 366百万円( 69.0％)
　

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

27年３月期第３四半期 5.76 －

26年３月期第３四半期 △0.76 －
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第３四半期 20,664 12,422 58.2

26年３月期 19,504 11,777 58.4
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 12,017百万円 26年３月期 11,387百万円
　　　

２．配当の状況

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

26年３月期 － 0.00 － 6.00 6.00

27年３月期 － 2.50 －

27年３月期(予想) 2.50 5.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％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 12,700 11.2 510 56.3 500 17.5 260 54.6 11.60
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　　

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 26,180,000株 26年３月期 26,180,000株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 3,775,742株 26年３月期 3,775,557株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 22,404,373株 26年３月期３Ｑ 22,404,443株

　　
※ 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の対象外でありますが、この四半期決算短信開示
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を受けております。

※ 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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
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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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融緩和策などにより景気は緩やか

な回復基調にあります。一方、円安による輸入原材料価格の上昇などにより、先行き不透明な状況で推移しまし

た。

このような経営環境の下、当企業グループは、当連結会計年度を最終年度とする中期経営計画「OVAL PHOENIX

PLAN 2015」に掲げた、海外システムビジネスの拡大、液化天然ガス(LNG)及び新エネルギー市場への展開などの諸

戦略を推進してまいりました。

これらの結果、当第3四半期連結累計期間の受注高は9,816百万円で前年同四半期に比べ9.9％増加、売上高は

9,038百万円で前年同四半期に比べ11.4％の増収、利益面では営業利益は175百万円(前年同四半期比404.6％増)、

経常利益は298百万円(前年同四半期比115.6％増)、四半期純利益は128百万円(前年同四半期は四半期純損失16百万

円)となりました。

事業部門別の状況については、次のとおりであります。

(センサ部門)

国内での液化天然ガス(LNG)などの設備投資増加の影響により当部門の受注高は前年同四半期比16.0％増の

5,488百万円、売上高は前年同四半期比9.4％増の5,080百万円となりました。

(システム部門)

受注高は前年同四半期に引き続き海外大口案件を受注したものの、前年同四半期比3.3％減の2,328百万円とな

りました。売上高は前年同四半期比16.0％増の1,984百万円となりました。

(サービス部門)

顧客からのメンテナンス依頼は増加となり、受注高は前年同四半期比11.6％増の1,984百万円、売上高は前年

同四半期比12.5％増の1,957百万円となりました。

(その他の部門)

受注高、売上高共に前年同四半期比18.2％減の14百万円となりました。

　
（２）財政状態に関する説明

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,160百万円増加し、20,664百万円

となりました。流動資産は前連結会計年度末に比べ1,146百万円増加し、11,115百万円となりました。これは主に

現金及び預金が109百万円、受取手形及び売掛金が840百万円、原材料及び貯蔵品が131百万円増加したことによる

ものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ14百万円増加し、9,549百万円となりました。これは主に

有形固定資産が44百万円減少しましたが、投資その他の資産が77百万円増加したことによるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ515百万円増加し、8,241百万円とな

りました。流動負債は前連結会計年度末に比べ1,017百万円増加し、4,510百万円となりました。これは主に未払法

人税等が44百万円、賞与引当金が69百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が692百万円、短期借入金が150百

万円、その他が288百万円増加したことによるものであります。固定負債は502百万円減少し、3,731百万円となり

ました。これは主に長期借入金が10百万円、その他が26百万円増加したものの、退職給付に係る負債が539百万円

減少したことによるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ645百万円増加し、12,422百万円

となりました。これは主に利益剰余金が退職給付に関する会計基準等の適用もあり566百万円、為替換算調整勘定

が48百万円増加したことによるものであります。

　
（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成27年３月期の連結の業績予想につきましては、平成26年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。

　ただし、今後の業績の推移に応じて見直す必要が生じた場合には速やかに公表する予定です。
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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

いて第１四半期連結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平均残存勤務期間に基づく方法から、退

職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均による方法へ変更いたしました。

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３四半

期連結累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３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が587,560千円減少し、退職給付に係る資産

が40,034千円及び利益剰余金が627,595千円増加しております。なお、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経

常利益、税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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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：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,715,867 2,825,426

受取手形及び売掛金 5,150,862 5,990,881

商品及び製品 415,053 458,983

仕掛品 236,374 300,984

原材料及び貯蔵品 1,111,689 1,243,585

その他 343,942 299,882

貸倒引当金 △5,088 △4,726

流動資産合計 9,968,700 11,115,018

固定資産

有形固定資産

土地 5,578,686 5,578,962

その他（純額） 1,963,930 1,918,886

有形固定資産合計 7,542,617 7,497,848

無形固定資産 151,482 133,445

投資その他の資産

その他 1,851,605 1,928,647

貸倒引当金 △10,183 △10,172

投資その他の資産合計 1,841,422 1,918,475

固定資産合計 9,535,522 9,549,768

資産合計 19,504,222 20,664,787
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,241,787 1,934,290

短期借入金 1,280,461 1,431,018

未払法人税等 90,455 46,172

賞与引当金 199,922 130,830

損害賠償損失引当金 36,500 36,500

その他 643,176 931,372

流動負債合計 3,492,303 4,510,184

固定負債

長期借入金 432,000 442,062

再評価に係る繰延税金負債 1,761,864 1,761,864

役員退職慰労引当金 25,706 25,778

環境対策引当金 13,801 13,801

退職給付に係る負債 1,596,229 1,056,933

資産除去債務 21,776 21,803

その他 382,768 409,520

固定負債合計 4,234,147 3,731,765

負債合計 7,726,450 8,241,949

純資産の部

株主資本

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,124,989 2,124,989

利益剰余金 3,956,581 4,522,701

自己株式 △402,864 △402,919

株主資本合計 7,878,707 8,444,772

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 216,686 210,355

繰延ヘッジ損益 － 342

土地再評価差額金 3,107,332 3,107,332

為替換算調整勘定 348,415 397,370

退職給付に係る調整累計額 △163,401 △142,538

その他の包括利益累計額合計 3,509,031 3,572,862

少数株主持分 390,032 405,202

純資産合計 11,777,771 12,422,838

負債純資産合計 19,504,222 20,664,787
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 8,111,226 9,038,172

売上原価 5,328,237 6,027,397

売上総利益 2,782,989 3,010,775

販売費及び一般管理費 2,748,152 2,834,992

営業利益 34,836 175,782

営業外収益

受取利息 5,066 6,237

受取配当金 7,894 10,590

受取賃貸料 10,984 8,903

為替差益 59,909 92,506

保険返戻金 15,617 13,703

貸倒引当金戻入額 358 －

その他 24,322 14,793

営業外収益合計 124,153 146,736

営業外費用

支払利息 17,143 18,693

その他 3,187 4,891

営業外費用合計 20,330 23,584

経常利益 138,659 298,933

特別利益

固定資産売却益 9 219

特別利益合計 9 219

特別損失

固定資産売却損 － 15

有形固定資産除却損 650 2,247

関係会社株式評価損 － 1,554

損害賠償損失引当金繰入額 36,500 －

リース解約損 － 5,570

特別損失合計 37,150 9,387

税金等調整前四半期純利益 101,519 289,765

法人税、住民税及び事業税 63,315 107,792

過年度法人税等 △10,318 －

法人税等調整額 44,013 30,596

法人税等合計 97,010 138,388

少数株主損益調整前四半期純利益 4,509 151,376

少数株主利益 21,445 22,414

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,936 128,961
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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25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,509 151,376

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 131,873 △6,330

繰延ヘッジ損益 △15 342

為替換算調整勘定 230,233 59,107

退職給付に係る調整額 － 20,863

持分法適用会社に対する持分相当額 △329 29

その他の包括利益合計 361,762 74,012

四半期包括利益 366,271 225,389

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 312,828 192,792

少数株主に係る四半期包括利益 53,443 32,596
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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。

　
（セグメント情報等）

該当事項はありません。
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