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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 7,774 △3.5 102 △68.3 478 573.8 282 ―

24年3月期第3四半期 8,059 11.0 324 153.7 70 377.4 2 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 255百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 △270百万円 （―％）

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

25年3月期第3四半期 16.11 ―

24年3月期第3四半期 0.17 ―

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

25年3月期第3四半期 25,432 22,034 86.5 1,254.77
24年3月期 25,995 21,915 84.2 1,248.38

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  21,995百万円 24年3月期  21,884百万円

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  ：  無  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） 7.00 7.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 10,800 △20.8 300 △47.9 700 1.0 400 △36.7 22.82



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、【添付資料】P.3「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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 
上記の予想につきましては、現時点において合理的と判断するデータに基づいて作成しており、様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予想数値
と異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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】P.3「１．当四半期決算に関す
る定性的情報の（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  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   ：  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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 17,657,000 株 24年3月期 17,657,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 127,171 株 24年3月期 126,490 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 17,530,108 株 24年3月期3Q 17,531,058 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期という）におけるわが国経済は、債務問題の長期化による欧州

経済の低迷や、中国の成長鈍化などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。一方、政権交代を

機に脱デフレによる経済再生への期待および円高の修正、株式市況の好転など、変化の兆しが見られるようになり

ました。

このような状況のなか、当社グループは顧客満足度の向上を経営方針として掲げ、グローバル化と技術・サービ

ス・生産体制の革新により、お客様に新たな満足を提供する企業を目指してまいりました。その結果、インドネシ

ア国向け海水淡水化装置を受注したものの、前期のような震災復興特需がなく、当第３四半期における受注高は94

億64百万円（前年同期比5.6％減）となり、売上高は77億74百万円（同3.5％減）、受注残高は92億43百万円（同

19.3％減）となりました。

損益面につきましては、営業利益は１億２百万円（同68.3％減）となりましたが、円高が修正されたことから為

替差益を計上し、経常利益は４億78百万円（前年同期は70百万円）、四半期純利益は２億82百万円（同２百万円）

となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

【船舶用機器事業】

2010年に一旦回復の兆しを見せた世界の新造船建造機運は欧州、中国経済の減速や船腹過剰感から船価が下落、

2011年以降再び低迷し、当第３四半期も受注高は16億33百万円（前年同期比16.7％減）と減少が続いております。

売上高は20億69百万円（同0.1％減）、営業利益は２億61百万円（同50.2％増）、受注残高は14億66百万円（同

32.5％減）となりました。

【陸上用機器事業】

都市ゴミ焼却プラントの建設需要に石油精製業界の設備更新需要が加わり、両市場向け空冷式熱交換器の受注が

好調に推移した結果、受注高は17億53百万円（同33.7％増）となり、売上高は14億93百万円（同53.3％増）、営業

利益は22百万円（前年同期は87百万円の損失）、受注残高は18億44百万円（前年同期比5.1％増）となりました。

【水処理装置事業】

インドネシア国製油所向け海水淡水化装置の受注に成功したものの、蒸発濃縮装置については前期のような震災

復興特需がなかったことから、受注高は49億61百万円（同12.4％減）となりました。また、既設海水淡水化プラン

トのリハビリ（機能回復・延命）工事の売上計上ができましたが、売上高は32億51百万円（同14.5％減）、営業損

失は40百万円（前年同期は３億39百万円の利益）、受注残高は49億６百万円（前年同期比20.7％減）となりまし

た。

【消音冷熱装置事業】

都市ゴミ焼却プラント向けや客船向け騒音防止装置の受注があり、受注高は11億１百万円（同3.0％増）となり

ました。高速道路サービスエリア向けに水冷媒放射空調システムの売上計上ができましたが、前期のような震災復

興特需がなかったことから、売上高は９億47百万円（同20.8％減）となり、営業損失は１億46百万円（前年同期は

１億９百万円の損失）、受注残高は10億22百万円（前年同期比23.2％減）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は254億32百万円となり、前期末と比べて５億63百万円減少しま

した。その主な内訳は現金及び預金が９億34百万円増加したものの、受取手形及び売掛金が16億45百万円減少した

ことによるものです。

負債合計は33億97百万円となり、前期末と比べて６億83百万円減少しました。その主な内訳は支払手形及び買掛

金が２億66百万円、賞与引当金が１億１百万円、退職給付引当金が89百万円それぞれ減少したことによるもので

す。

純資産合計は220億34百万円となり、前期末と比べて１億19百万円増加しました。その主な内訳はその他有価証

券評価差額金が27百万円減少したものの、利益剰余金が１億42百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年11月13日に公表いたしました予想値から変更しており

ます。詳細につきましては本日（平成25年２月13日）公表の「業績予想の修正および為替差益（営業外収益）の計

上に関するお知らせ」をご参照下さい。

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

（減価償却方法の変更）

当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 8,122,383 9,056,598

受取手形及び売掛金 8,063,777 6,417,881

有価証券 394,625 704,440

仕掛品 1,361,613 1,607,753

原材料及び貯蔵品 598,149 614,518

前渡金 14 248,459

前払費用 33,505 80,814

繰延税金資産 255,243 135,238

その他 48,917 93,631

貸倒引当金 △1,263 △781

流動資産合計 18,876,967 18,958,554

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,740,259 5,641,964

減価償却累計額 △4,068,963 △4,075,932

建物及び構築物（純額） 1,671,295 1,566,031

機械装置及び運搬具 2,479,470 2,487,513

減価償却累計額 △2,166,249 △2,164,635

機械装置及び運搬具（純額） 313,221 322,877

工具、器具及び備品 1,033,747 1,041,812

減価償却累計額 △978,075 △987,407

工具、器具及び備品（純額） 55,671 54,405

土地 1,925,126 1,860,755

リース資産 154,117 136,345

減価償却累計額 △109,631 △59,741

リース資産（純額） 44,485 76,604

建設仮勘定 1,108 44,244

有形固定資産合計 4,010,909 3,924,919

無形固定資産

リース資産 28,630 43,402

その他 8,390 11,567

無形固定資産合計 37,021 54,970

投資その他の資産

投資有価証券 2,788,873 2,260,942

長期前払費用 17,005 13,171

繰延税金資産 53,214 50,582

その他 236,192 192,453

貸倒引当金 △24,381 △23,332

投資その他の資産合計 3,070,903 2,493,816

固定資産合計 7,118,833 6,473,706

資産合計 25,995,801 25,432,260
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 1,181,124 914,990

リース債務 23,480 32,359

未払費用 83,620 88,805

未払法人税等 82,606 17,115

前受金 210,987 151,343

賞与引当金 269,103 168,028

役員賞与引当金 13,800 1,350

工事補償等引当金 198,171 130,144

受注損失引当金 16,000 24,000

その他 316,689 265,089

流動負債合計 2,395,583 1,793,227

固定負債

リース債務 58,564 95,929

繰延税金負債 200,957 182,261

退職給付引当金 1,186,840 1,097,165

役員退職慰労引当金 27,847 25,155

長期未払金 211,000 204,000

固定負債合計 1,685,208 1,604,511

負債合計 4,080,792 3,397,738

純資産の部

株主資本

資本金 2,220,000 2,220,000

資本剰余金 1,684,835 1,684,835

利益剰余金 17,707,552 17,849,675

自己株式 △84,251 △84,597

株主資本合計 21,528,136 21,669,912

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 390,539 362,616

為替換算調整勘定 △33,879 △36,681

その他の包括利益累計額合計 356,659 325,934

少数株主持分 30,213 38,675

純資産合計 21,915,008 22,034,522

負債純資産合計 25,995,801 25,432,260
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

売上高 8,059,860 7,774,033

売上原価 6,181,068 6,197,842

売上総利益 1,878,792 1,576,191

販売費及び一般管理費

運賃 88,322 123,723

販売手数料 69,447 57,032

広告宣伝費 13,392 13,393

貸倒引当金繰入額 924 △411

役員報酬 98,140 111,317

従業員給料及び手当 492,024 463,285

賞与引当金繰入額 53,078 62,849

役員賞与引当金繰入額 1,350 1,350

福利厚生費 109,644 113,796

退職給付引当金繰入額 54,947 56,518

役員退職慰労引当金繰入額 14,196 3,798

旅費及び交通費 78,937 78,315

賃借料 43,603 42,275

工事補償等引当金繰入額 15,125 △31,167

研究開発費 135,897 93,026

減価償却費 44,537 46,599

その他 240,781 237,704

販売費及び一般管理費合計 1,554,350 1,473,408

営業利益 324,442 102,783

営業外収益

受取利息 27,569 32,520

受取配当金 38,325 39,265

持分法による投資利益 － 29,651

為替差益 － 277,954

投資有価証券評価益 37,620 －

その他 11,594 17,077

営業外収益合計 115,109 396,470

営業外費用

支払利息 395 342

持分法による投資損失 9,426 －

為替差損 357,296 －

投資有価証券評価損 － 20,829

その他 1,485 33

営業外費用合計 368,604 21,204

経常利益 70,947 478,048
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,427 －

特別利益合計 5,427 －

特別損失

固定資産除却損 1,477 1,243

リース解約損 10,869 －

減損損失 － 40,902

特別損失合計 12,346 42,145

税金等調整前四半期純利益 64,028 435,903

法人税、住民税及び事業税 33,131 31,626

法人税等調整額 22,456 118,520

法人税等合計 55,587 150,147

少数株主損益調整前四半期純利益 8,440 285,756

少数株主利益 5,498 3,389

四半期純利益 2,941 282,367
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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23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益 8,440 285,756
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △259,627 △27,923

為替換算調整勘定 △15,378 13,794

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,551 △15,812

その他の包括利益合計 △278,556 △29,940

四半期包括利益 △270,116 255,815

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △272,539 251,642

少数株主に係る四半期包括利益 2,422 4,173
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）

（単位：千円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

当第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）

（単位：千円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸事業等を含んでおります。

２ セグメント利益又は損失（△）の合計は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント
その他
（注）１

合計
（注）２船舶用

機器事業
陸上用
機器事業

水処理
装置事業

消音冷熱
装置事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,072,830 974,099 3,804,893 1,196,936 8,048,760 11,100 8,059,860

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 2,072,830 974,099 3,804,893 1,196,936 8,048,760 11,100 8,059,860

セグメント利益
又は損失（△）

173,899 △87,393 339,990 △109,258 317,237 7,204 324,442

報告セグメント
その他
（注）１

合計
（注）２船舶用

機器事業
陸上用
機器事業

水処理
装置事業

消音冷熱
装置事業

計

売上高

外部顧客への売上高 2,069,975 1,493,511 3,251,863 947,846 7,763,196 10,837 7,774,033

セグメント間の内部
売上高又は振替高 － － － － － － －

計 2,069,975 1,493,511 3,251,863 947,846 7,763,196 10,837 7,774,033

セグメント利益
又は損失（△）

261,158 22,092 △40,997 △146,633 95,620 7,163 102,783
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