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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9月30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 ％

26年3月期第2四半期 5,187 △16.6 △748 ― △697 ― △425 ―
25年3月期第2四半期 6,221 26.6 △457 ― △468 ― △333 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △226百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △497百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △96.15 ―
25年3月期第2四半期 △75.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 20,038 14,222 71.0
25年3月期 23,350 14,537 62.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  14,222百万円 25年3月期  14,537百万円

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

25年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
26年3月期 ― 20.00
26年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  無   

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 19,400 0.1 800 3.4 870 1.6 510 1.8 115.22



(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 

(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いません。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。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有ります。業績予想の前提となる条件及び業績予
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3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」
をご覧ください。 

※  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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 4,776,900 株 25年3月期 4,776,900 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 350,542 株 25年3月期 350,542 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,426,358 株 25年3月期2Q 4,426,396 株



【参考】 

  

平成26年３月期の個別業績予想（平成25年4月１日～平成26年3月31日） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

  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  18,900  0.0  780  6.3  850  3.1  500  2.7   112.96
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間の世界経済の成長は、一部新興国での減速やユーロ圏での停滞により低調な状態で

す。一方、国内経済については、公共投資の増加などにより、緩やかな成長率の伸長が見られます。 

  当社の属する風水力機械マーケットも、堅調な公共投資により、好調を維持しています。 

  このような環境下で、当社グループは積極的な営業活動を展開した結果、当第２四半期連結累計期間における受

注額は前年同期に対し100.3％の86億70百万円となりました。売上高につきましては、当期は前年同期に比べて大

型案件の売上が減ったことなどから、前年同期に対して83.4％の51億87百万円を計上しました。また、利益面につ

きましては、前年同期に対して売上高が減少したことなどにより営業損失は７億48百万円（前年同四半期営業損失

４億57百万円）となりました。一方、当期は前年同期に発生した投資有価証券評価損が無くなったため、営業外収

益が営業外費用を上回り、経常損失は６億97百万円（前年同四半期経常損失４億68百万円）となり、法人税等を加

味した四半期純損失は４億25百万円（前年同四半期純損失３億33百万円）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いま

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、33億11百万円減少し200億38百万円とな

りました。 

これは、現金及び預金の増加12億81百万円、有価証券の増加27億95百万円、仕掛品の増加４億57百万円があっ

たものの、受取手形及び売掛金の減少77億56百万円、投資その他の資産のその他の減少５億６百万円などがあっ

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、29億96百万円減少し58億15百万円となり

ました。 

これは、前受金の増加８億38百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少31億85百万円、未払法人税等

の減少３億37百万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、３億14百万円減少し142億22百万円とな

りました。 

これは、利益剰余金の減少５億14百万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、71.0％（前連結会計年度末62.3％）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32億82百万円増加して、54

億53百万円（前年同期32億85百万円）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、35億80百万円の増加（前年同期９億58百万円増加）となりました。 

これは、仕入債務の減少31億85百万円、税金等調整前四半期純損失６億62百万円、たな卸資産の増加４億65百

万円など減少要因はあったものの、売上債権の減少77億56百万円、前受金の増加８億38百万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、２億３百万円の減少（前年同期１億34百万円増加）となりました。 

これは、投資定期預金の払戻による収入５億円など増加要因はあったものの、有価証券の取得による支出７億

６百万円など減少要因が多かったことによるものです。 

（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、95百万円の減少（前年同期95百万円減少）となりました。 

これは、配当金の支払いによる支出88百万円などによるものです。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  海外マーケットにおける受注競争に依然として厳しさはあるものの、国内の公共投資が堅調で国内官需が順調に

推移していることなどから、当社グループの通期の受注額は前回予想（平成25年７月31日時点）と同じ212億円と

なる見込みです。売上高については194億円、利益面については、営業利益８億円、経常利益８億70百万円、当期

純利益５億10百万円と、それぞれ前回予想と同じとなる見込みです。 

（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 

該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,171,841 3,453,426

受取手形及び売掛金 13,528,476 5,771,565

有価証券 112,287 2,907,592

仕掛品 1,368,853 1,826,633

原材料及び貯蔵品 136,811 145,008

繰延税金資産 512,310 758,503

その他 108,474 119,878

流動資産合計 17,939,056 14,982,608

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,872,339 1,825,368

その他（純額） 864,408 921,389

有形固定資産合計 2,736,748 2,746,757

無形固定資産 202,604 185,298

投資その他の資産   

投資有価証券 1,704,961 1,864,197

その他（純額） 817,871 310,884

貸倒引当金 △51,109 △51,109

投資その他の資産合計 2,471,722 2,123,972

固定資産合計 5,411,075 5,056,028

資産合計 23,350,132 20,038,637

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,462,417 2,276,423

未払法人税等 352,468 15,052

前受金 734,475 1,572,795

受注損失引当金 290,783 180,712

製品保証引当金 107,195 82,521

役員賞与引当金 47,396 27,350

その他 1,251,480 1,129,753

流動負債合計 8,246,217 5,284,608

固定負債   

退職給付引当金 452,263 338,709

役員退職慰労引当金 13,709 14,903

その他 100,462 177,765

固定負債合計 566,436 531,378

負債合計 8,812,654 5,815,986



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25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 13,846,644 13,332,513

自己株式 △557,291 △557,291

株主資本合計 14,210,672 13,696,540

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 412,078 547,640

繰延ヘッジ損益 △85,272 △21,531

その他の包括利益累計額合計 326,806 526,109

純資産合計 14,537,478 14,222,650

負債純資産合計 23,350,132 20,038,637



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 6,221,665 5,187,519

売上原価 5,299,304 4,484,670

売上総利益 922,361 702,849

販売費及び一般管理費 1,380,223 1,451,721

営業損失（△） △457,862 △748,872

営業外収益   

受取利息 10,105 5,433

受取配当金 25,056 30,322

受取賃貸料 35,820 35,836

その他 9,562 12,733

営業外収益合計 80,545 84,326

営業外費用   

投資有価証券評価損 63,410 －

為替差損 5,681 16,683

賃貸費用 10,467 10,031

その他 11,873 5,947

営業外費用合計 91,432 32,662

経常損失（△） △468,749 △697,208

特別利益   

受取和解金 － 35,000

特別利益合計 － 35,000

税金等調整前四半期純損失（△） △468,749 △662,208

法人税、住民税及び事業税 3,038 2,622

法人税等調整額 △138,294 △239,226

法人税等合計 △135,256 △236,604

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △333,492 △425,604

四半期純損失（△） △333,492 △425,604



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △333,492 △425,604

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △155,641 135,562

繰延ヘッジ損益 △8,061 63,741

その他の包括利益合計 △163,703 199,303

四半期包括利益 △497,196 △226,300

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △497,196 △226,300

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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（△） △468,749 △662,208

減価償却費 214,519 187,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） 320 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △93,338 △113,554

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,719 1,193

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,037 △20,046

受注損失引当金の増減額（△は減少） 23,577 △110,071

製品保証引当金の増減額（△は減少） △19,887 △24,673

受取利息及び受取配当金 △35,161 △35,755

固定資産売却損益（△は益） △178 △9,181

固定資産処分損益（△は益） 5,268 1,156

投資有価証券評価損 63,410 －

為替差損益（△は益） 21 16,313

受取和解金 － △35,000

その他の損益（△は益） △13,787 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,173,743 7,756,910

たな卸資産の増減額（△は増加） △796,316 △465,975

その他の資産の増減額（△は増加） △202,519 △11,617

仕入債務の増減額（△は減少） △1,010,657 △3,185,994

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,851 △3,272

前受金の増減額（△は減少） 287,699 838,319

その他の負債の増減額（△は減少） △124,563 △287,141

小計 991,791 3,836,979

利息及び配当金の受取額 37,940 37,050

保険金の受取額 13,787 －

和解金の受取額 － 35,000

法人税等の支払額 △84,849 △328,417

営業活動によるキャッシュ・フロー 958,671 3,580,613

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 － △706,733

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

200,000 115,800

有形固定資産の取得による支出 △54,363 △106,930

有形固定資産の売却による収入 238 13,100

無形固定資産の取得による支出 △12,478 △17,563

定期預金の払戻による収入 － 500,000

貸付けによる支出 － △360

貸付金の回収による収入 1,156 1,156

投資その他の資産の増減額（△は増加） － △1,682

投資活動によるキャッシュ・フロー 134,551 △203,211

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 △7,088 △6,833

配当金の支払額 △88,527 △88,527

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,616 △95,360

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 997,584 3,282,017

現金及び現金同等物の期首残高 2,288,194 2,171,841

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,285,779 5,453,859



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）   

 当社グループは、風水力機器の製造・据付・販売による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。   

   

   

生産、受注及び販売の状況 

 （注）金額は販売価額によっており、消費税等は含まれておりません。  

（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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

４．補足情報

期別 

製品区分 

前四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当四半期連結累計期間 

（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

(参考）前連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25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 

ポンプ  6,651,436  76.9  6,046,221  69.8  13,101,337  74.0

送風機  825,273  9.5  2,032,384  23.4  2,783,598  15.7

バルブ  267,349  3.1  119,609  1.4  421,509  2.4

その他製品  903,770  10.5  472,277  5.4  1,386,633  7.9

計  8,647,830  100.0  8,670,493  100.0  17,693,079  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  5,149,408  82.8  3,883,247  74.9  15,411,862  79.6

送風機  785,002  12.6  974,321  18.8  2,523,266  13.0

バルブ  33,364  0.5  52,549  1.0  271,043  1.4

その他製品  253,889  4.1  277,400  5.3  1,165,046  6.0

計  6,221,665  100.0  5,187,519  100.0  19,371,219  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  14,194,884  81.2  12,545,306  74.3  10,382,332  77.5

送風機  1,915,916  10.9  3,194,040  18.9  2,135,977  15.9

バルブ  283,104  1.6  266,645  1.6  199,585  1.5

その他製品  1,103,891  6.3  870,474  5.2  675,597  5.1

計  17,497,795  100.0  16,876,465  100.0  13,393,491  100.0
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