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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 910 △17.8 △108 ― △71 ― △76 ―

25年3月期第1四半期 1,107 △22.5 11 △89.0 17 △84.2 20 △79.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △55百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △4百万円 （―％）

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 △18.24 ―

25年3月期第1四半期 4.98 ―

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 5,698 3,935 69.1 936.03
25年3月期 5,527 3,990 72.2 949.17

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  3,935百万円 25年3月期  3,990百万円

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 ― 0.00 0.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 2,462 △0.4 23 △59.9 32 △51.8 31 ― 7.39
通期 5,103 12.8 128 ― 142 ― 139 ― 33.18



(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  ：  有  
（注）詳細は、【添付資料】P.2「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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報告書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 
本資料に記載し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、 
実際の実績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※  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 4,342,554 株 25年3月期 4,342,554 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 138,178 株 25年3月期 138,178 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,204,376 株 25年3月期1Q 4,204,376 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におけるわが国経済は、新たな金融・財政政策等を背景として緩やかな持ち直し傾向

にある一方、海外景気の下振れや原材料価格の高騰等が懸念され、先行きは引き続き不透明な状況となっておりま

す。このような経済状況のもとで、当社グループは、顧客ニーズに的確に対応した新製品の開発と短納期化に努

め、「軸流ファン」の中国への生産移管及び中国市場の開拓を推進し、熊谷工場との効率的生産システム構築によ

る業績向上に総力をあげて取り組んでおります。   

 当第１四半期連結累計期間は、自動巻線機事業の大型案件のずれ込みの影響もあり、売上高は９億１千万円(前年

同四半期比17.8%減)、営業損失は１億８百万円(前年同四半期は営業利益１千１百万円）、経常損失は７千１百万円

(前年同四半期は経常利益１千７百万円）、四半期純損失は７千６百万円(前年同四半期は四半期純利益２千万円)と

なり、前年同四半期比減収減益となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第1四半期会計期間末の総資産は、56億９千８百万円（前期末比１億７千１百万円増加）、純資産は39億３千

５百万円（前期末比５千５百万円減少）、自己資本比率は69.1%（前期末72.2%）となりました。 

 総資産の増加は、主に仕掛品が増加したことによるものです。純資産の減少は、四半期純損失の計上があったこ

とによります。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当期の業績の見通しは、平成25年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

   

   

（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 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計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。ただし、

見積実効税率を使用できない場合には、法定実効税率を使用しております。 

   

   

（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。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,221,690 1,166,439 

受取手形及び売掛金 1,205,878 1,200,014 

有価証券 19,174 21,067 

営業投資有価証券 603,836 530,447 

商品及び製品 163,415 177,470 

仕掛品 133,609 387,287 

原材料及び貯蔵品 310,768 321,381 

その他 46,156 73,447 

貸倒引当金 △1,852 △1,667 

流動資産合計 3,702,676 3,875,890 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 237,156 225,943 

機械装置及び運搬具（純額） 60,435 60,233 

工具、器具及び備品（純額） 42,329 53,140 

土地 655,457 653,042 

リース資産（純額） 15,110 12,751 

建設仮勘定 － 3,671 

有形固定資産合計 1,010,489 1,008,782 

無形固定資産   

のれん 257,170 246,883 

借地権 32,841 32,841 

その他 56,191 55,495 

無形固定資産合計 346,203 335,220 

投資その他の資産   

投資有価証券 393,333 414,304 

破産更生債権等 1,200,126 1,200,126 

その他 24,758 14,373 

貸倒引当金 △1,150,177 △1,150,126 

投資その他の資産合計 468,039 478,677 

固定資産合計 1,824,733 1,822,681 

資産合計 5,527,410 5,698,571 
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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 457,865 683,001 

短期借入金 430,000 430,000 

1年内返済予定の長期借入金 25,992 25,992 

未払法人税等 20,779 16,138 

賞与引当金 41,547 58,079 

その他 145,196 137,848 

流動負債合計 1,121,381 1,351,060 

固定負債   

長期借入金 10,870 4,372 

リース債務 5,601 4,666 

繰延税金負債 102,791 113,678 

退職給付引当金 258,705 258,021 

役員退職慰労引当金 19,612 － 

資産除去債務 14,700 14,700 

その他 2,952 16,657 

固定負債合計 415,233 412,096 

負債合計 1,536,614 1,763,157 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,538,448 1,538,448 

資本剰余金 1,676,743 1,676,743 

利益剰余金 970,297 893,605 

自己株式 △227,043 △227,043 

株主資本合計 3,958,445 3,881,754 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72,077 86,191 

為替換算調整勘定 △39,857 △32,662 

その他の包括利益累計額合計 32,220 53,529 

新株予約権 130 130 

純資産合計 3,990,795 3,935,413 

負債純資産合計 5,527,410 5,698,571 
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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 1,107,460 910,696 

売上原価 905,509 817,693 

売上総利益 201,950 93,002 

販売費及び一般管理費 190,748 201,765 

営業利益又は営業損失（△） 11,202 △108,763 

営業外収益   

受取利息 1,848 110 

受取配当金 3,851 1,392 

為替差益 － 25,190 

有価証券評価益 － 1,893 

持分法による投資利益 3,477 760 

受取賃貸料 2,400 2,400 

その他 8,963 7,934 

営業外収益合計 20,540 39,681 

営業外費用   

支払利息 1,066 1,589 

売上割引 767 775 

売上債権売却損 712 41 

有価証券評価損 1,231 － 

為替差損 9,843 － 

その他 357 71 

営業外費用合計 13,978 2,477 

経常利益又は経常損失（△） 17,764 △71,559 

特別利益   

保険解約返戻金 28,810 － 

特別利益合計 28,810 － 

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（△）

46,574 △71,559 

法人税等 25,625 5,131 

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（△）

20,949 △76,691 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 20,949 △76,691 
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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（△）

20,949 △76,691 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21,596 14,114 

為替換算調整勘定 △3,634 7,194 

その他の包括利益合計 △25,231 21,309 

四半期包括利益 △4,282 △55,382 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,282 △55,382 
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 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） 

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  

  

（注）１．セグメント利益の調整額△58,296千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であり

ます。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

Ⅱ 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） 

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  

  

（注）１．セグメント利益の調整額△54,443千円の主なものは、当社の総務部門等、一般管理部門に係る費用であり

ます。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（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）

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

送風機事業 住設事業 自動巻線機事業
企業再生支援事

業 

売上高           

外部顧客への売上

高 
 560,071  212,974  332,914  1,500    1,107,460  －  1,107,460

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  560,071  212,974  332,914  1,500  1,107,460  －  1,107,460

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 57,437  8,162  3,987  △87  69,499  △58,296  11,202

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額

（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

送風機事業 住設事業 自動巻線機事業
企業再生支援事

業 

売上高           

外部顧客への売上

高 
 560,602  267,781  80,812  1,500    910,696  －  910,696

セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 －    －  －  －  －  －  －

計  560,602  267,781  80,812  1,500  910,696  －  910,696

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 27,987  12,038  △94,779  433  △54,319  △54,443  △108,763
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（当社普通株式等に対する公開買付けについて） 

 当社は、平成25年８月12日開催の取締役会において、株式会社小田原エンジニアリングによる当社普通株式及び平

成24年７月２日開催の取締役会の決議に基づき発行された新株予約権に対する公開買付け（以下、「本公開買付

け」）について賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けへの応募については、株主及び新株予約権者の皆様の

ご判断に委ねる旨を決議いたしました。 

  公開買付の概要等については、平成25年８月12日付で公表いたしました「株式会社小田原エンジニアリングによる

当社株券等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」をご覧ください。  

   

(重要な後発事象)
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