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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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1四半期 1,872 △23.4 △442 ― △387 ― △228 ―
25年3月期第1四半期 2,445 22.0 △190 ― △213 ― △166 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △166百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △256百万円 （―％）

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1四半期 △51.58 ―
25年3月期第1四半期 △37.68 ―

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 20,936 14,282 68.2
25年3月期 23,350 14,537 62.3
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  14,282百万円 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 ―
26年3月期（予想） 20.00 ― 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、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  ：  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

第2四半期(累計) 5,800 △6.8 △800 ― △710 ― △460 ― △103.92
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 
1.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2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。 
2.平成25年５月14日に公表しました通期連結業績予想を修正しています。 

※  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1Q 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1Q 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1Q 4,426,358 株 25年3月期1Q 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：有 

  

  （％表示は、通期は対前期、四半期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 

第2四半期（累計）  5,600  △9.2  △760 －  △670 －  △430 －  △97.15

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１四半期連結累計期間の世界経済は、一部新興国での成長減速やユーロ圏での停滞により、伸び悩みの状態

です。一方、国内経済については、輸出や公共投資の増加により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１四半期連結累計期間における受

注額は前年同期に対し148.3％の35億19百万円となりました。売上高につきましては、大型案件の売上が多かった

前年同期に対し76.6％の18億72百万円を計上致しました。また、利益面につきましては、売上高の減少などから営

業損失は４億42百万円（前年同四半期営業損失１億90百万円）となりました。その結果、経常損失は３億87百万円

（前年同四半期経常損失２億13百万円）、四半期純損失は２億28百万円（前年同四半期純損失１億66百万円）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 

（資産）  

当第１四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、24億13百万円減少し209億36百万円となり

ました。 

これは、有価証券の増加29億86百万円、現金及び預金の増加９億52百万円、仕掛品の増加５億20百万円があった

ものの、受取手形及び売掛金の減少65億52百万円、投資その他の資産のその他の減少５億３百万円などがあったこ

とによるものです。 

（負債）  

当第１四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、21億58百万円減少し66億53百万円となりま

した。 

これは、前受金の増加４億３百万円があったものの、支払手形及び買掛金の減少18億61百万円、未払法人税等の

減少３億43百万円などがあったことによるものです。 

（純資産）  

当第１四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、２億54百万円減少し142億82百万円となり

ました。 

これは、利益剰余金の減少３億16百万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、68.2％（前連結会計年度末62.3％）となりました。 

  （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当連結会計年度の風水力機械マーケットについては、世界経済の緩やかな成長を受けて輸出が増加することや、

堅調な公共投資により、好調を維持すると想定しています。 

 当社グループについては、堅調な公共投資に加え、成長する海外マーケットに積極的に対応するために高い受注

目標を掲げていますが、受注競争の激化等により、通期の受注額は前回予想（平成25年5月14日時点）より若干低

目の212億円となる見込みです。売上高についても、その影響を受けて194億円と前回予想から減少する見込みです

が、利益面については、コストダウン等により、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

円と前回予想と同じになる見込みです。    

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,171,841 3,124,350

受取手形及び売掛金 13,528,476 6,976,023

有価証券 112,287 3,099,037

仕掛品 1,368,853 1,889,589

原材料及び貯蔵品 136,811 145,687

繰延税金資産 512,310 667,277

その他 108,474 105,758

流動資産合計 17,939,056 16,007,725

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,872,339 1,844,281

その他（純額） 864,408 838,132

有形固定資産合計 2,736,748 2,682,414

無形固定資産 202,604 185,460

投資その他の資産   

投資有価証券 1,704,961 1,798,069

その他（純額） 817,871 314,016

貸倒引当金 △51,109 △51,109

投資その他の資産合計 2,471,722 2,060,976

固定資産合計 5,411,075 4,928,850

資産合計 23,350,132 20,936,576

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,462,417 3,601,158

未払法人税等 352,468 9,061

前受金 734,475 1,137,679

受注損失引当金 290,783 239,724

製品保証引当金 107,195 80,359

役員賞与引当金 47,396 11,675

その他 1,251,480 1,020,187

流動負債合計 8,246,217 6,099,846

固定負債   

退職給付引当金 452,263 388,724

役員退職慰労引当金 13,709 14,281

その他 100,462 150,953

固定負債合計 566,436 553,960

負債合計 8,812,654 6,653,806



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 13,529,821

自己株式 △557,291 △557,291

株主資本合計 14,210,672 13,893,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 412,078 476,409

繰延ヘッジ損益 △85,272 △87,488

その他の包括利益累計額合計 326,806 388,920

純資産合計 14,537,478 14,282,769

負債純資産合計 23,350,132 20,936,576



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,445,579 1,872,613

売上原価 1,978,073 1,600,957

売上総利益 467,505 271,655

販売費及び一般管理費 658,408 713,753

営業損失（△） △190,903 △442,097

営業外収益   

受取利息 5,118 3,818

受取配当金 23,665 27,918

受取賃貸料 17,837 17,909

その他 1,110 12,392

営業外収益合計 47,731 62,038

営業外費用   

投資有価証券評価損 62,140 －

賃貸費用 5,233 5,087

支払保証料 2,805 2,290

その他 111 105

営業外費用合計 70,290 7,484

経常損失（△） △213,462 △387,543

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（△） △213,462 △352,543

法人税、住民税及び事業税 1,538 1,498

法人税等調整額 △48,227 △125,746

法人税等合計 △46,688 △124,247

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △166,774 △228,295

四半期純損失（△） △166,774 △228,295



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △166,774 △228,295

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △81,813 64,330

繰延ヘッジ損益 △7,844 △2,215

その他の包括利益合計 △89,657 62,114

四半期包括利益 △256,431 △166,181

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △256,431 △166,181



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自 

平成25年４月１日 至 平成25年６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。  

  

  

（３）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６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６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  2,072,826  87.3  2,142,441  60.9  13,101,337  74.0

送風機  211,366  8.9  1,185,285  33.7  2,783,598  15.7

バルブ  19,129  0.8  52,485  1.5  421,509  2.4

その他製品  70,799  3.0  139,433  3.9  1,386,633  7.9

計  2,374,120  100.0  3,519,647  100.0  17,693,079  100.0

連
結
売
上
高 

ポンプ  1,954,501  79.9  1,512,574  80.8  15,411,862  79.6

送風機  379,339  15.5  244,436  13.1  2,523,266  13.0

バルブ  10,075  0.4  9,710  0.5  271,043  1.4

その他製品  101,664  4.2  105,890  5.6  1,165,046  6.0

計  2,445,579  100.0  1,872,613  100.0  19,371,219  100.0

連
結
受
注
残
高 

ポンプ  12,811,181  85.4  11,012,199  73.2  10,382,332  77.5

送風機  1,707,672  11.4  3,076,826  20.5  2,135,977  15.9

バルブ  58,173  0.4  242,360  1.6  199,585  1.5

その他製品  423,145  2.8  709,140  4.7  675,597  5.1

計  15,000,171  100.0  15,040,525  100.0  13,393,491  100.0


	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	ヘッダー１4: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー１5: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー１6: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー１7: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー１8: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー１9: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー１10: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー１11: ㈱電業社機械製作所(6365)
	ヘッダー２4: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	ヘッダー２5: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	ヘッダー２6: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	ヘッダー２7: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	ヘッダー２8: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	ヘッダー２9: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	ヘッダー２10: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	ヘッダー２11: 平成26年3月期 第1四半期決算短信
	フッター4: - 1 -
	フッター5: - 2 -
	フッター6: - 3 -
	フッター7: - 4 -
	フッター8: - 5 -
	フッター9: - 6 -
	フッター10: - 7 -
	フッター11: - 8 -


