
平成27年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成27年２月９日

上 場 会 社 名 株式会社横田製作所 上場取引所 東
コ ー ド 番 号 6248 URL http://www.aquadevice.com
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 横田 博
問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理総務部長 (氏名) 石田 克之 (TEL)082-241-8674
四半期報告書提出予定日 平成27年２月12日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無
四半期決算説明会開催の有無 ：無
　

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

（１）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 1,046 △1.1 91 18.6 93 56.2 63 90.7

26年３月期第３四半期 1,057 △11.7 77 △62.3 59 △71.1 33 △74.2
　

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 33.83 ―

26年３月期第３四半期 18.67 ―
　

　

（２）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 1,986 1,559 78.5

26年３月期 1,978 1,535 77.6
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 1,559百万円 26年３月期 1,535百万円
　

　

　

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 ― 21.00 21.00

27年３月期 ― 0.00 ―

27年３月期(予想) 21.00 21.00
(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 1,650 6.9 250 10.8 250 20.8 160 30.7 85.40
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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 ： 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
　

　

（３）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 1,873,500株 26年３月期 1,873,500株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 36株 26年３月期 36株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 1,873,464株 26年３月期３Ｑ 1,780,724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。
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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３四半期累計期間におけるわが国の経済は、大胆な金融緩和による円安の進行により輸出企業を中心に利益

が増加したものの輸出量は減少しており、また、７－９月期の国内総生産（ＧＤＰ）は前期比年率1.9％の減少と

なったことなどから、消費税の10％への引き上げが平成29年４月からに延期されるなど、いまだ成長軌道には戻っ

ておらず先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社は自社及び自社製品の知名度の浸透に努め、既存製品の改良や性能向上による差別

化により新たな需要分野への展開・進出を図るとともに、生産性の向上とコスト削減により採算性を重視した経営

に努めてまいりました。

以上の結果、当第３四半期累計期間の受注につきましては、中小企業の設備投資計画は回復しておらず、

1,286,337千円(前年同期比1.7％減)となりました。売上高につきましても、電力会社関連企業への販売が増加した

ものの、石油化学関連企業や国内一般製造工場等への販売が減少したため、1,046,670千円(同1.1％減)となりまし

た。営業損益は、販売費及び一般管理費のコスト削減などにより91,954千円(同18.6％増)の営業利益となりまし

た。営業外損益は経営成績に影響を及ぼす項目はなく、経常利益は営業利益とほぼ同額の93,291千円(同56.2％増)

となりました。この結果、当第３四半期累計期間の四半期純利益は、63,388千円(同90.7％増)となりました。

当社の製品別の業績は次のとおりであります。

[ポンプ製品]

　受注面は、食品関連企業への脱泡脱気ポンプや製鉄関連企業からの受注が増加したものの、石油化学関連企業や

国内一般製造工場等からの受注が減少したことなどにより、515,896千円(前年同期比7.9％減)となりました。

売上高につきましては、石油化学関連企業への販売が減少したものの、機械関連企業や電力会社関連企業への販

売が増加したことにより、441,374千円(同8.6％増)となりました。

[バルブ製品]

　受注面は、海外からの引合が増加したものの、官公庁からの受注が減少したため、244,392千円(前年同期比10.3

％減)となりました。

売上高につきましては、官公庁への販売が大幅に減少したため、138,535千円(同31.1％減)となりました。

[部品・サービス]

　受注面は、官公庁や電力会社関連企業からの受注が増加したことにより、526,047千円(前年同期比10.6％増)と

なりました。

売上高につきましては、官公庁への販売が堅調であったものの、国内一般製造工場等への販売が減少したため、

466,760千円(同3.6％増)となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して8,173千円増加し、1,986,290千円となりました。

その主な増減要因は、現金及び預金が68,815千円、仕掛品が9,320千円、その他の流動資産が6,178千円それぞれ増

加しましたが、受取手形及び売掛金が44,734千円、商品及び製品が18,548千円、有形固定資産が10,177千円それぞ

れ減少したことなどによります。

負債につきましては、前事業年度末と比較して15,872千円減少し、427,141千円となりました。その主な増減要

因は、賞与引当金が23,166千円、その他の流動負債が9,837千円それぞれ増加しましたが、支払手形及び買掛金が

20,465千円、未払法人税等が26,393千円それぞれ減少したことなどによります。

また、純資産は、前事業年度末と比較して24,045千円増加し、1,559,149千円となりました。その主な増減要因

は、利益剰余金が四半期純利益を63,388千円計上したものの、株主配当金の支払のため39,342千円減少したことに

よります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の業績予想につきましては、平成26年５月14日に発表いたしました通期の業績予想の数値から変

更はございません。

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

　 該当事項はありません。
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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３四半期会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 979,898 1,048,714

受取手形及び売掛金 232,390 187,656

商品及び製品 31,037 12,489

仕掛品 48,969 58,289

原材料及び貯蔵品 75,432 72,768

その他 35,082 41,260

貸倒引当金 △1,833 △1,468

流動資産合計 1,400,978 1,419,710

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 60,859 57,826

機械及び装置（純額） 84,043 73,454

工具、器具及び備品（純額） 6,330 9,815

土地 366,082 366,082

その他（純額） 106 66

有形固定資産合計 517,422 507,244

無形固定資産 3,178 3,797

投資その他の資産 56,537 55,537

固定資産合計 577,137 566,579

資産合計 1,978,116 1,986,290

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 110,535 90,069

未払法人税等 27,050 656

製品保証引当金 4,631 4,598

賞与引当金 36,798 59,964

その他 78,859 88,697

流動負債合計 257,873 243,985

固定負債

退職給付引当金 109,061 109,061

役員退職慰労引当金 76,077 74,094

固定負債合計 185,139 183,156

負債合計 443,013 427,141

純資産の部

株主資本

資本金 130,583 130,583

資本剰余金 122,580 122,580

利益剰余金 1,281,973 1,306,019

自己株式 △34 △34

株主資本合計 1,535,103 1,559,149

純資産合計 1,535,103 1,559,149

負債純資産合計 1,978,116 1,986,290
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(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 1,057,784 1,046,670

売上原価 596,115 591,399

売上総利益 461,669 455,270

販売費及び一般管理費 384,143 363,315

営業利益 77,526 91,954

営業外収益

受取利息 31 278

受取配当金 80 80

受取家賃 925 1,028

違約金収入 － 101

作業くず売却益 1,080 917

為替差益 214 1,470

雑収入 743 753

営業外収益合計 3,075 4,629

営業外費用

売上債権売却損 525 598

売上割引 3,551 2,670

株式公開費用 16,812 －

雑損失 － 24

営業外費用合計 20,889 3,293

経常利益 59,712 93,291

税引前四半期純利益 59,712 93,291

法人税等 26,466 29,903

四半期純利益 33,245 63,388
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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。

（セグメント情報等）

当社は、ポンプ及びバルブの製造販売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。
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