
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

   

   

(注) 当社は、平成25年３月期第１四半期は四半期財務諸表を作成していないため、平成25年３月期第１四半期の数

値及び対前年同四半期増減率については、記載しておりません。 
  

 
       

 
     

   

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 295 ― △14 ― △31 ― △23 ―
25年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △14.82 ―
25年３月期第１四半期 ― ―

（２）財政状態

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 1,808 1,340 74.1
25年３月期 1,744 1,229 70.5

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 1,340百万円 25年３月期 1,229百万円

２．配当の状況

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 ― 400.00 400.00

26年３月期 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 21.00 21.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

当社は、平成25年４月１日付けで普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っております。

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）

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) 780 △12.2 80 △56.5 80 △56.6 48 △57.2 28.81
通期 1,740 0.6 301 4.9 301 4.5 183 7.4 104.89

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無



  

     

     

   

(注) 当社は、平成25年４月１日付けで普通株式１株につき20株の割合で株式分割を行っており、平成25年３月期に

ついては分割後の株数により記載しております。 

  
  

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 1,800,000株 25年３月期 1,600,000株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ ―株 25年３月期 50,200株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 1,602,040株 25年３月期１Ｑ 1,549,800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おりません。

※ 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、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あります。
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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、日経平均株価の上昇や円安傾向の持続、日銀が発表

した企業短期経済観測調査(短観)では大企業を中心に改善がみられるなど、マインドの改善はみられる

ものの、中小企業の景気浮揚効果や個人所得の増加などはこれからの大きな課題となっており、きめ細

かな成長戦略が期待される状況となっております。 

このような状況のもと、当社は当社の技術や製品の得意分野を見定め、価格競争や納期競争に巻き込

まれぬよう既存製品へのてこ入れを図るとともに、セールスエンジニアの育成・増強や新たな需要分野

の掘り起こしを進め、受注金額及び採算性の一層の向上を図るとともに、徹底したコスト管理や固定費

の削減に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の受注につきましては、前事業年度において好調であった石油化

学関連企業からの受注が大幅に減少したことなどにより362,343千円となりました。売上高につきまし

ては、電力会社関連への販売が一段落したことなどにより295,136千円となりました。営業損益は、売

上高の減少による利益の縮小により固定費を吸収しきれず14,929千円の営業損失となりました。経常損

益は、株式公開に係る費用を16,395千円計上したことなどにより31,150千円の経常損失となりました。

また、税引前四半期純損失を計上したことに伴い税金費用が減少したため、当第１四半期累計期間の四

半期純損失は、23,744千円となりました。 

  

当社の製品別の業績は次のとおりであります。 

[ポンプ製品] 

 受注面では、石油化学関連企業からの受注が大幅に減少したことなどにより、当第１四半期累計期間

のポンプ製品の受注高は139,416千円となりました。 

売上高につきましては、石油化学関連企業に加えて電力会社関連企業への販売も大幅に減少したた

め、当第１四半期累計期間のポンプ製品売上高は107,056千円となりました。 

  

[バルブ製品] 

 受注面は、官公庁からの受注が堅調であったものの国内一般製造工場からの受注が減少したため、

52,259千円となりました。 

売上高につきましては、官公庁への販売が大幅に増加したため、33,422千円となりました。 

  

[部品・サービス] 

 受注面につきましては、電力会社関連企業、機械関連企業等の受注が減少したため、170,668千円と

なりました。 

 売上高につきましては、官公庁及び海外向けの販売が堅調であったものの、電力会社関連企業や機械

関連企業、その他国内一般製造工場等の多くの販売分野で減少したため、154,658千円となりました。 

  

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
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当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比較して63,775千円増加し、1,808,184千円と

なりました。その主な増減内訳は、現金及び預金が157,168千円、原材料及び貯蔵品が3,971千円、その

他の流動資産が10,142千円それぞれ増加したものの、受取手形及び売掛金が100,788千円、有形固定資

産が3,921千円それぞれ減少したことなどによります。 

負債につきましては、前事業年度末と比較して47,216千円減少し、467,923千円となりました。その

主な増減要因は、賞与引当金が17,517千円増加しましたが、支払手形及び買掛金が21,117千円、四半期

純損失を計上したことに伴い未払法人税等が38,210千円、未払金や預り金等のその他の流動負債が

6,326千円それぞれ減少したことなどによります。 

また、純資産は、前事業年度と比較して110,991千円増加し、1,340,260千円となりました。その主な

増減要因は、株式上場に伴う新株式の発行及び自己株式の処分により、資本金が66,240千円、資本剰余

金が98,237千円それぞれ増加しましたが、利益剰余金は四半期純損失23,744千円を計上したこと、配当

金の支払30,996千円により減少したことなどによります。 

  

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年６月13日に発表いたしました第２四半期累計期

間及び通期の業績予想の数値から変更はございません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（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

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 714,369 871,537

受取手形及び売掛金 260,007 159,219

商品及び製品 5,319 4,381

仕掛品 60,520 61,166

原材料及び貯蔵品 62,761 66,732

その他 35,799 45,942

貸倒引当金 △2,073 △1,271

流動資産合計 1,136,705 1,207,708

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 64,329 63,245

機械及び装置（純額） 102,799 98,175

工具、器具及び備品（純額） 6,403 7,015

土地 366,082 366,082

その他（純額） 212 1,385

有形固定資産合計 539,826 535,905

無形固定資産 3,787 3,365

投資その他の資産 64,089 61,205

固定資産合計 607,703 600,475

資産合計 1,744,409 1,808,184

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 140,605 119,488

未払法人税等 38,838 628

製品保証引当金 6,570 6,050

賞与引当金 37,534 55,051

その他 101,394 95,067

流動負債合計 324,942 276,285

固定負債   

退職給付引当金 120,143 120,143

役員退職慰労引当金 70,054 71,494

固定負債合計 190,198 191,638

負債合計 515,140 467,923

純資産の部   

株主資本   

資本金 40,000 106,240

資本剰余金 － 98,237

利益剰余金 1,190,524 1,135,783

自己株式 △1,255 －

株主資本合計 1,229,269 1,340,260

純資産合計 1,229,269 1,340,260

負債純資産合計 1,744,409 1,808,184
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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)

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 295,136

売上原価 180,822

売上総利益 114,314

販売費及び一般管理費 129,243

営業損失（△） △14,929

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 80

受取家賃 312

作業くず売却益 352

雑収入 433

営業外収益合計 1,184

営業外費用  

売上債権売却損 206

売上割引 803

株式公開費用 16,395

営業外費用合計 17,405

経常損失（△） △31,150

税引前四半期純損失（△） △31,150

法人税等 △7,405

四半期純損失（△） △23,744
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 該当事項はありません。 

  

当社は、平成25年６月13日付で株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)市場に上場い

たしました。当社は株式上場にあたり、平成25年６月12日を払込期日とする有償一般募集(ブックビ

ルディング方式による募集)による新株式の発行及び自己株式の処分に係る払込を受けております。

この結果、当第１四半期累計期間において、資本金及び資本準備金がそれぞれ66,240千円、その他資

本剰余金が31,997千円増加し、当第１四半期会計期間末において、資本金が106,240千円、資本剰余

金が98,237千円となっております。 

なお、ＪＡＳＤＡＱ市場は、平成25年７月16日の現物株市場の統合により株式会社東京証券取引所

となっております。 

  

当社は、ポンプ及びバルブの製造販売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。

  

   第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当) 

平成25年５月９日及び平成25年５月23日開催の当社取締役会決議に基づき、第三者割当による新株

式の発行を次のとおり行っており、平成25年７月12日に払込が完了いたしました。 

(1) 発行株式の種類及び数：普通株式   73,500株 

(2) 割当価格      ：１株につき  662.40円 

(3) 割当価格の総額   ：      48,686千円 

(4) 資本組入額     ：１株につき  331.20円 

(5) 資本組入額の総額  ：      24,343千円 

(6) 割当先       ：  みずほ証券株式会社 

(7) 割当株式数     ：       73,500株 

(8) 払込期日      ：   平成25年７月12日 

(9) 資金の使途     ：運転資金として充当する予定であります。 

（３）四半期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）重要な後発事象
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