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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 1,488 △25.4 △154 ― 201 ― 171 ―
25年3月期第1四半期 1,993 38.1 37 ― △154 ― △163 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 193百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △293百万円 （―％）

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 9.86 ―
25年3月期第1四半期 △9.34 ―

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

26年3月期第1四半期 25,659 22,403 87.2 1,308.23
25年3月期 26,231 22,650 86.2 1,289.75
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  22,363百万円 25年3月期  22,609百万円

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

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  ：  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) 3,800 △34.6 △220 ― △150 ― △180 ― △10.53
通期 11,500 2.9 100 △54.0 230 △78.8 120 △83.6 7.02



(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の対象外ですが、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す。 

※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.2「１．当四半期決算に関す
る定性的情報の（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   ：  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 17,657,000 株 25年3月期 17,657,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 562,716 株 25年3月期 127,171 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 17,387,290 株 25年3月期1Q 17,530,292 株
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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（以下、当第１四半期という）におけるわが国経済は、安倍政権における経済・金融

政策への期待感から、消費、公共投資の回復の兆しが見られるようになりましたが、世界経済においては、欧州債

務問題の長期化、中国をはじめとする新興国の成長鈍化などの懸念材料もあり、景気の先行きについては不安感が

払拭できていない状況であります。

このような状況の中、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、新規分野で

の受注が加わり、当第１四半期における受注高は28億52百万円（前年同期比27.0％増）となりました。一方、前期

における受注低迷のため、売上高は14億88百万円（同25.4％減）となりましたが、受注残高は91億44百万円（同

17.9％増）となりました。

損益面につきましては、十分な売上を確保できず、営業損益は１億54百万円の損失（前年同期は37百万円の利

益）となりました。しかしながら、昨年12月以降の円高是正の影響で為替差益を計上したことから、経常利益は２

億１百万円（同１億54百万円の損失）、四半期純利益は１億71百万円（同１億63百万円の損失）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】

世界の新造船建造機運は2010年以降低迷が続いておりましたが、船価の低下、中期的な景気回復への期待感から

年初より受注回復の兆しが見え始めました。しかしながら、造船所からの機器発注までには時間を要するため、当

第１四半期における受注高は６億17百万円（前年同期比0.0％増）と前年並みにとどまり、売上高は６億28百万円

（同14.7％減）、営業利益は79百万円（同14.2％減）、受注残高は13億68百万円（同23.3％減）となりました。

【陸上用機器事業】

都市ごみ焼却プラント向け空冷式熱交換器の需要にLNG受入基地向け超低温バタフライ弁の受注が加わり、受注

高は８億７百万円（同21.9％増）となりました。また、石油精製業界向け空冷式熱交換器の売上計上ができ、売上

高は４億43百万円（同8.5％増）、営業利益は３百万円（同48.8％減）、受注残高は16億12百万円（同12.2％減）

となりました。

【水処理装置事業】

新市場として注力してきた食品用途向け蒸発濃縮装置や、海洋資源掘削リグ向けの海水淡水化装置の受注ができ

たことから、受注高は９億83百万円（同70.2％増）となりました。しかし、前期における受注低迷の影響で、売上

高は２億89百万円（同50.9％減）となり、営業損益は１億46百万円の損失（前年同期は22百万円の損失）、受注残

高は49億58百万円（前年同期比58.2％増）となりました。

【消音冷熱装置事業】

都心部におけるオフィスビル空調室外機用騒音防止装置の受注ができ、受注高は４億37百万円（同14.3％増）と

なりました。一方、自家発電用騒音防止装置の売上が伸びなかったことから売上高は１億23百万円（同51.9％減）

となり、営業損益は94百万円の損失（前年同期は43百万円の損失）、受注残高は12億０百万円（前年同期比20.6％

増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は256億59百万円となり、前期末と比べて５億71百万円減少しま

した。その主な内訳は仕掛品が５億10百万円、現金及び預金が２億56百万円それぞれ増加したものの、受取手形及

び売掛金が14億21百万円減少したことによるものです。

負債合計は32億56百万円となり、前期末と比べて３億24百万円減少しました。その主な内訳は賞与引当金が１億

19百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が２億63百万円、未払法人税等が１億25百万円それぞれ減少したこ

とによるものです。

純資産合計は224億３百万円となり、前期末と比べて２億47百万円減少しました。その主な内訳は利益剰余金が

31百万円増加したものの、自己株式の取得により自己株式が２億99百万円増加したことによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表いたしました予想値から変更しており

ません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 10,782,122 11,038,680

受取手形及び売掛金 6,009,745 4,587,787

有価証券 603,336 501,730

仕掛品 911,595 1,422,248

原材料及び貯蔵品 609,298 617,589

前渡金 247,146 269,023

前払費用 56,955 129,613

繰延税金資産 150,216 149,208

その他 59,993 85,755

貸倒引当金 △753 △1,029

流動資産合計 19,429,656 18,800,606

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,661,984 5,606,355

減価償却累計額 △4,102,275 △4,072,683

建物及び構築物（純額） 1,559,709 1,533,672

機械装置及び運搬具 2,587,197 2,564,486

減価償却累計額 △2,189,201 △2,184,913

機械装置及び運搬具（純額） 397,996 379,573

工具、器具及び備品 1,038,346 1,038,612

減価償却累計額 △986,673 △990,772

工具、器具及び備品（純額） 51,673 47,840

土地 1,830,392 1,830,824

リース資産 136,345 144,208

減価償却累計額 △65,383 △66,079

リース資産（純額） 70,961 78,129

有形固定資産合計 3,910,733 3,870,039

無形固定資産

リース資産 41,336 39,270

その他 10,561 10,109

無形固定資産合計 51,898 49,379

投資その他の資産

投資有価証券 2,609,302 2,710,637

長期前払費用 10,935 8,980

繰延税金資産 51,818 53,087

その他 190,204 192,602

貸倒引当金 △23,355 △25,559

投資その他の資産合計 2,838,905 2,939,748

固定資産合計 6,801,536 6,859,167

資産合計 26,231,193 25,659,773
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（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)

負債の部
流動負債

支払手形及び買掛金 910,584 646,618

リース債務 33,566 34,826

未払費用 70,632 82,997

未払法人税等 169,475 43,838

前受金 44,980 59,950

賞与引当金 213,930 333,059

役員賞与引当金 2,400 2,775

工事補償等引当金 130,068 115,614

受注損失引当金 － 4,300

その他 317,796 339,257

流動負債合計 1,893,434 1,663,239

固定負債

リース債務 89,472 92,630

繰延税金負債 258,893 261,851

退職給付引当金 1,108,383 1,103,900

役員退職慰労引当金 26,305 27,804

長期未払金 204,000 107,000

固定負債合計 1,687,055 1,593,186

負債合計 3,580,489 3,256,426

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 18,247,101 18,278,254

自己株式 △84,597 △384,280

株主資本合計 22,067,338 21,798,809

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 544,514 544,840

為替換算調整勘定 △2,816 19,679

その他の包括利益累計額合計 541,698 564,519

少数株主持分 41,667 40,018

純資産合計 22,650,703 22,403,347

負債純資産合計 26,231,193 25,659,773
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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 1,993,801 1,488,334

売上原価 1,485,264 1,138,966

売上総利益 508,537 349,367

販売費及び一般管理費

運賃 26,126 24,719

販売手数料 13,998 22,706

広告宣伝費 6,218 5,538

貸倒引当金繰入額 △394 2,479

役員報酬 35,297 38,010

従業員給料及び手当 131,791 134,924

賞与引当金繰入額 44,918 41,060

役員賞与引当金繰入額 450 375

福利厚生費 39,394 39,766

退職給付引当金繰入額 17,247 15,656

役員退職慰労引当金繰入額 1,622 1,499

旅費及び交通費 25,466 26,594

賃借料 13,994 16,050

工事補償等引当金繰入額 5,200 5,975

研究開発費 16,664 32,459

減価償却費 15,253 15,655

その他 77,989 80,307

販売費及び一般管理費合計 471,238 503,779

営業利益又は営業損失（△） 37,298 △154,411

営業外収益

受取利息 11,193 6,715

受取配当金 22,584 25,868

持分法による投資利益 23,530 96,635

為替差益 － 222,286

投資有価証券評価益 － 1,405

その他 7,671 5,395

営業外収益合計 64,979 358,306

営業外費用

支払利息 178 169

為替差損 204,061 －

投資有価証券評価損 52,243 －

自己株式取得費用 － 2,043

その他 166 135

営業外費用合計 256,650 2,348

経常利益又は経常損失（△） △154,372 201,546
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（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)

特別損失

固定資産除却損 200 －

特別損失合計 200 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△154,573 201,546

法人税、住民税及び事業税 16,635 31,494

法人税等調整額 △7,607 415

法人税等合計 9,027 31,909

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△163,601 169,636

少数株主利益又は少数株主損失（△） 177 △1,755

四半期純利益又は四半期純損失（△） △163,779 171,391
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（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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△163,601 169,636

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △122,162 326

為替換算調整勘定 △10,892 10,886

持分法適用会社に対する持分相当額 3,583 12,915

その他の包括利益合計 △129,471 24,128

四半期包括利益 △293,072 193,764

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △291,072 194,213

少数株主に係る四半期包括利益 △2,000 △448
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該当事項はありません。

当社は、平成25年５月14日開催の取締役会決議に基づき、当第１四半期連結累計期間において普通株式435,000

株、299,366千円の自己株式を取得しております。

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）

（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）

（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損失（△）と一致しております。

（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）

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 736,560 408,789 588,746 256,110 1,990,207 3,594 1,993,801

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 736,560 408,789 588,746 256,110 1,990,207 3,594 1,993,801

セグメント利益
又は損失（△）

92,784 7,670 △22,439 △43,057 34,958 2,339 37,298

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 628,514 443,666 289,365 123,257 1,484,804 3,530 1,488,334

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － － －

計 628,514 443,666 289,365 123,257 1,484,804 3,530 1,488,334

セグメント利益
又は損失（△）

79,609 3,930 △146,147 △94,122 △156,729 2,318 △154,411
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