




【参考】

 

平成28年3月期の個別業績予想（平成27年4月１日～平成28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 17,500 0.4 970 △15.9 1,070 △14.4 680 △12.2 154.38 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有 
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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２四半期連結累計期間の海外経済に関しては、新興国の減速が見られるものの、米国等先進国に支えられな

がら、景気の拡大が続いています。日本経済に関しては、公共投資が少々弱い動きとなっているものの、設備投資

の伸張や、底堅い個人消費などから、緩やかな景気の拡大が続いております。その中で風水力機械マーケットに関

しては、海外向けが米国・中東の需要増により、また、国内民需向けが旺盛な設備投資により伸張しています。な

お、官需向けは昨年度並みの水準にあります。 

このような環境下で、当第２四半期連結累計期間の当社グループの受注状況は、海外部門および国内民需部門が

順調に推移し、官需部門でもポンプの大型更新案件を受注しました。その実績総額は、前年同期比121.2％の106億

47百万円となりました。また、売上高につきましては、前年同期とほぼ同じ52億38百万円(前年同期比100.6％)を

計上しましたが、利益面につきましては、利益率の良い売上物件に恵まれた前年同期に対して、売上総利益が４億

７百万円減少したことから、営業損失は６億48百万円（前年同四半期営業損失２億65百万円）、経常損失は５億89

百万円（前年同四半期経常損失２億１百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は４億32百万円（前年同四半

期親会社株主に帰属する四半期純損失１億43百万円）となりました。 

なお、当社グループの売上高は、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

①財政状態の分析

（資産）

当第２四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、34億54百万円減少し210億95百万円とな

りました。これは、有価証券の増加12億１百万円、仕掛品の増加６億57百万円、建物及び構築物の増加２億56百

万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少51億19百万円、投資有価証券の減少５億８百万円などがあった

ことによるものです。

（負債）

当第２四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、27億32百万円減少し54億５百万円となり

ました。これは、前受金の増加４億53百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少22億49百万円、未払法

人税等の減少４億26百万円、流動負債のその他の減少４億36百万円などがあったことによるものです。

（純資産）

当第２四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、７億22百万円減少し156億90百万円とな

りました。これは、利益剰余金の減少５億65百万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、74.4％（前連結会計年度末66.9％）となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より５億48百万円増加して、57

億43百万円（前年同期54億24百万円）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億25百万円の増加（前年同期11億53百万円増加）となりました。こ

れは、仕入債務の減少22億49百万円、たな卸資産の増加６億60百万円、税金等調整前四半期純損失５億89百万

円、法人税等の支払額４億17百万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少51億19百万円、前受金の増加

４億53百万円など増加要因が多かったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、５億81百万円の減少（前年同期１億40百万円減少）となりました。こ

れは、有形及び無形固定資産の取得による支出５億61百万円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、１億39百万円の減少（前年同期１億54百万円減少）となりました。こ

れは、配当金の支払額１億32百万円などによるものです。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の受注予想に関しては、国内民需部門と海外部門は順調ですが、官需部門においては、伸び悩みが懸念され

ることから、受注総額は185億円と平成27年８月３日の前回予想に対して減少する見込みです。また、通期の業績

予想に関しても、受注の減少に伴い、売上高180億円、営業利益10億円、経常利益11億円、親会社株主に帰属する

当期純利益７億10百万円と、前回予想から減少する見込みです。 
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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

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 

平成25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っています。当

該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行って

います。
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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27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,194,497 3,942,808 

受取手形及び売掛金 10,626,510 5,506,644 

有価証券 1,000,009 2,201,762 

仕掛品 1,603,881 2,261,524 

原材料及び貯蔵品 131,637 134,972 

繰延税金資産 407,475 613,549 

その他 98,180 287,374 

流動資産合計 18,062,192 14,948,637 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 1,867,431 2,123,696 

その他（純額） 1,060,131 903,288 

有形固定資産合計 2,927,563 3,026,984 

無形固定資産 130,430 184,173 

投資その他の資産    

投資有価証券 3,178,680 2,670,045 

退職給付に係る資産 － 16,127 

その他（純額） 303,408 301,678 

貸倒引当金 △52,375 △52,375 

投資その他の資産合計 3,429,713 2,935,475 

固定資産合計 6,487,707 6,146,634 

資産合計 24,549,899 21,095,271 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 4,210,010 1,960,750 

未払法人税等 437,136 10,689 

前受金 1,093,151 1,546,276 

受注損失引当金 379,826 426,152 

製品保証引当金 98,663 102,304 

役員賞与引当金 58,100 33,500 

その他 1,339,222 902,458 

流動負債合計 7,616,109 4,982,132 

固定負債    

退職給付に係る負債 105,515 11,277 

その他 415,952 411,630 

固定負債合計 521,467 422,908 

負債合計 8,137,577 5,405,040 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年９月30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 14,967,941 14,402,933 

自己株式 △594,384 △594,403 

株主資本合計 15,294,876 14,729,848 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 897,976 807,769 

繰延ヘッジ損益 △12,252 304 

為替換算調整勘定 △359 △55,867 

退職給付に係る調整累計額 232,080 208,176 

その他の包括利益累計額合計 1,117,445 960,382 

純資産合計 16,412,321 15,690,231 

負債純資産合計 24,549,899 21,095,271 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 5,206,448 5,238,928 

売上原価 4,050,246 4,490,547 

売上総利益 1,156,201 748,381 

販売費及び一般管理費 1,421,800 1,397,251 

営業損失（△） △265,598 △648,869 

営業外収益    

受取利息 3,235 3,124 

受取配当金 36,424 36,597 

受取賃貸料 35,805 35,811 

その他 4,260 7,863 

営業外収益合計 79,725 83,396 

営業外費用    

賃貸費用 9,152 9,046 

固定資産処分損 119 5,927 

支払保証料 3,873 4,904 

その他 2,887 4,420 

営業外費用合計 16,033 24,299 

経常損失（△） △201,906 △589,772 

税金等調整前四半期純損失（△） △201,906 △589,772 

法人税、住民税及び事業税 2,998 2,077 

法人税等調整額 △61,644 △158,983 

法人税等合計 △58,646 △156,906 

四半期純損失（△） △143,260 △432,866 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △143,260 △432,866 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

四半期純損失（△） △143,260 △432,866 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 192,928 △90,206 

繰延ヘッジ損益 19,783 12,556 

為替換算調整勘定 － △55,508 

退職給付に係る調整額 △3,545 △23,904 

その他の包括利益合計 209,165 △157,062 

四半期包括利益 65,905 △589,929 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 65,905 △589,929 

非支配株主に係る四半期包括利益 － － 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27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損失（△） △201,906 △589,772 

減価償却費 176,109 193,348 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 13,282 △129,494 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） － △16,127 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,243 △18,507 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △37,550 △24,600 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 25,859 46,326 

製品保証引当金の増減額（△は減少） △33,110 3,641 

受取利息及び受取配当金 △39,659 △39,721 

固定資産売却損益（△は益） 1,091 － 

固定資産処分損益（△は益） 119 5,927 

為替差損益（△は益） △15 △1 

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,315 

売上債権の増減額（△は増加） 4,866,446 5,119,604 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,257,602 △660,978 

その他の資産の増減額（△は増加） △147,413 △186,605 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,104,008 △2,249,259 

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,904 △4,768 

前受金の増減額（△は減少） 641,246 453,124 

その他の負債の増減額（△は減少） △216,105 △195,577 

その他 830 455 

小計 1,634,952 1,703,697 

利息及び配当金の受取額 43,699 39,300 

法人税等の支払額 △525,213 △417,898 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,153,438 1,325,098 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △963,841 △33,913 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による

収入 
900,000 14,165 

有形固定資産の取得による支出 △70,873 △467,663 

有形固定資産の売却による収入 68 1,278 

無形固定資産の取得による支出 △6,101 △93,790 

貸付けによる支出 △360 △440 

貸付金の回収による収入 6,786 676 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △6,129 △1,789 

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,451 △581,476 

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 △6,467 △7,522 

配当金の支払額 △110,657 △132,141 

自己株式の取得による支出 △36,877 △19 

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,002 △139,683 

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 △55,193 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 858,999 548,744 

現金及び現金同等物の期首残高 4,565,217 5,194,506 

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,424,217 5,743,251 
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（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）

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）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） 

 当社グループは、風水力機械の製造・据付・販売を専ら事業としており、製品の性質、製造方法、販売市

場等の類似性から判断して単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しています。

 

 

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

 

期別

部門区分

前四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

当四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日）

前連結会計年度
（自 平成26年４月１日
至 平成27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

官需部門 5,865,635 66.8 6,405,493 60.2 11,882,831 66.1

国内民需部門 1,399,813 15.9 1,599,178 15.0 3,208,340 17.9

海外部門 1,517,095 17.3 2,642,689 24.8 2,869,485 16.0

計 8,782,543 100.0 10,647,361 100.0 17,960,657 100.0

連
結
売
上
高

官需部門 2,191,153 42.1 3,049,075 58.2 10,285,805 57.7

国内民需部門 1,116,443 21.4 1,312,073 25.0 3,456,086 19.4

海外部門 1,898,852 36.5 877,779 16.8 4,072,572 22.9

計 5,206,448 100.0 5,238,928 100.0 17,814,464 100.0

連
結
受
注
残
高

官需部門 9,500,625 56.9 10,779,587 57.7 7,423,169 56.0

国内民需部門 3,987,832 23.9 3,743,821 20.1 3,456,716 26.1

海外部門 3,197,602 19.2 4,141,182 22.2 2,376,272 17.9

計 16,686,059 100.0 18,664,590 100.0 13,256,157 100.0

（注）金額は販売価額によっており、消費税等は含まれていません。
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