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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第1四半期 1,130 8.8 61 286.7 63 238.2 36 235.9
25年3月期第1四半期 1,039 △22.8 15 ― 18 ― 10 ―

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1四半期 2.18 ―
25年3月期第1四半期 0.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 7,609 5,348 70.3
25年3月期 8,143 5,373 66.0
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  5,348百万円 25年3月期  5,373百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 2,500 17.3 50 ― 50 ― 30 ― 1.81
通期 6,000 △9.0 350 50.7 350 34.7 200 32.1 12.07



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P．３「２．サマリー情報（その他）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」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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1Q 17,180,000 株 25年3月期 17,180,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 610,624 株 25年3月期 610,223 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 16,569,376 株 25年3月期1Q 16,571,243 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算単短信は、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 
上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出しており、実際の業績は今後様々な要因により異なる可能性があります。 
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当第1四半期累計期間における日本経済は、震災からの復興需要、アベノミクスによる輸出の持ち直

しおよび企業の景況感・消費者マインドの改善を背景に緩やかに回復しています。しかしながら、株価

急落や円高への揺り戻しなどの不安定な動きや、企業の設備投資に対する慎重姿勢が依然根強い状況が

一部で見られます。 

 一方、世界経済では、米国経済が「財政の崖」による影響があるものの、雇用者数の堅調な増加もあ

り、緩やかながら回復を続けています。欧州経済は債務危機の南欧諸国に加え、フランス、オランダな

どの中核国の財政緊縮の影響もあり、引き続き低迷しています。中国では、個人消費の伸びがやや高ま

っていますが、輸出や投資の伸びが鈍化しており、景気減速懸念が出ています。 

このような状況下、売上高は化学プラント用特殊ガス圧縮機の売上等により前年同期比8.8％増の

1,130百万円となりました。売上総利益は前述の売上高増加の影響により、前年同期比22.7％増の281百

万円となりました。営業利益は、販売費及び一般管理費が研究開発費の増加等により前年同期比６百万

円の増加となったものの、前述の売上総利益の増加により前年同期比286.7％増の61百万円となりまし

た。経常利益は前年同期比238.2％増の63百万円、四半期純利益は前年同期比235.9％増の36百万円とな

りました。 

  

当第１四半期会計期間の総資産は、7,609百万円で前事業年度に比べ534百万円減少しました。この主

な要因は、預け金の増加400百万円があったものの、売掛金の減少883百万円があったことによります。

当第１四半期会計期間の負債は、2,261百万円で前事業年度に比べ509百万円減少しました。この主な

要因は、買掛金の減少331百万円及び前受金の減少160百万円があったことによります。 

当第１四半期会計期間の純資産は、5,348百万円で前事業年度に比べ25百万円減少しました。この主

な要因は、四半期純利益が36百万円であったものの剰余金の配当66百万円があったことによります。 

以上の結果、自己資本比率は70.3％となりました。 

  

平成26年3月期の業績見通しにつきましては、平成25年４月30日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

 業績予想を見直す必要が生じた場合は適時に開示いたします。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

  四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 480,863 361,442

受取手形 509,780 531,636

売掛金 1,859,620 975,687

製品 12,624 16,424

仕掛品 1,156,450 1,182,989

原材料及び貯蔵品 211,507 236,988

預け金 2,500,000 2,900,000

その他 215,870 206,165

貸倒引当金 △22,800 △14,900

流動資産合計 6,923,917 6,396,434

固定資産   

有形固定資産 860,787 856,732

無形固定資産 43,126 40,144

投資その他の資産   

その他 316,081 316,124

投資その他の資産合計 316,081 316,124

固定資産合計 1,219,995 1,213,001

資産合計 8,143,913 7,609,436

負債の部   

流動負債   

支払手形 686,053 586,803

買掛金 535,414 204,238

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 － 27,278

前受金 209,961 49,669

賞与引当金 150,472 75,289

受注損失引当金 43,800 59,500

その他 266,562 380,707

流動負債合計 2,092,262 1,583,487

固定負債   

退職給付引当金 597,557 615,782

役員退職慰労引当金 79,198 50,985

その他 1,802 11,108

固定負債合計 678,558 677,876

負債合計 2,770,821 2,261,363

- 4 -

㈱加地テック（6391）平成26年３月期 第１四半期決算短信（非連結）



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,440,000 1,440,000

資本剰余金 1,203,008 1,203,008

利益剰余金 2,840,455 2,810,314

自己株式 △103,117 △103,201

株主資本合計 5,380,346 5,350,121

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,967 8,587

繰延ヘッジ損益 △15,222 △10,637

評価・換算差額等合計 △7,255 △2,049

純資産合計 5,373,091 5,348,072

負債純資産合計 8,143,913 7,609,436
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 1,039,466 1,130,823

売上原価 810,246 849,622

売上総利益 229,220 281,201

販売費及び一般管理費 213,440 220,176

営業利益 15,779 61,024

営業外収益   

受取利息 2,812 2,595

その他 1,093 1,022

営業外収益合計 3,905 3,618

営業外費用   

支払利息 808 659

固定資産除却損 － 488

その他 120 55

営業外費用合計 928 1,204

経常利益 18,757 63,438

税引前四半期純利益 18,757 63,438

法人税等 8,000 27,300

四半期純利益 10,757 36,138
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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
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当第１四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

当第１四半期累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １  主な輸出先、輸出販売高及び輸出販売高の総額に対する割合は次のとおりであります。 

(  )内の数値は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％)

圧縮機事業 1,322,864 △1.1

繊維機械事業 36,139 △34.0

合計 1,359,003 △2.4

(2) 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

圧縮機事業 1,102,261 △11.8 1,705,440 △54.9

繊維機械事業 19,622 △72.0 12,372 △82.8

合計 1,121,883 △15.0 1,717,812 △55.4

(3) 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

圧縮機事業 1,092,106 10.9

繊維機械事業 38,717 △29.3

合計 1,130,823 8.8

輸出先

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東南アジア 71,530 46.8 22,078 5.3

東アジア 40,799 26.7 343,655 82.3

中近東他 40,450 26.5 51,810 12.4

計
152,780
(14.7％)

100.0
417,544
(36.9％)

100.0
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