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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 1,039 △22.8 15 ― 18 ― 10 ―
24年3月期第1四半期 1,346 9.8 △12 ― △11 ― △6 ―

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

25年3月期第1四半期 0.65 ―
24年3月期第1四半期 △0.38 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 8,953 5,242 58.6
24年3月期 9,021 5,330 59.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,242百万円 24年3月期  5,330百万円

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

24年3月期 ― ― ― 6.00 6.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 6.00 6.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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) 4,100 58.0 70 △59.4 70 △60.5 45 △55.2 2.68
通期 8,000 53.6 420 △7.7 420 △11.3 250 8.9 14.88



(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 

（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 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 17,180,000 株 24年3月期 17,180,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 608,757 株 24年3月期 608,757 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 16,571,243 株 24年3月期1Q 16,924,932 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、復興関連需要等から企業における生産、設備投資が増加

するなど企業マインドは改善し、国内需要は緩やかに回復しつつありますが、世界経済の回復が鈍化し

ていることや為替が円高水準にとどまっていることから、その回復に足踏みの状態がみられます。 

 一方、世界経済では、米国で減税等の財政による押し上げ効果が弱まり、景況感や雇用が鈍化してい

ます。欧州では、ギリシャ、スペイン等での金融・財政不安により債務問題が再燃し、経済への悪影響

が長期化し始めています。また、アジア経済では、これまでの金融引き締めや資金流出によって高成長

から減速傾向にあります。 

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減少などにより前年同期比22.8％

減の1,039百万円となりました。売上総利益は前述の売上高減少の影響により、前年同期比14.4％減の

229百万円となりました。販売費及び一般管理費は、震災に伴う寄付金等の減少により前年同期比66百

万円の減少となりました。その結果として、営業利益は15百万円（前年同期は営業損失12百万円）、経

常利益18百万円（前年同期は経常損失11百万円）、四半期純利益10百万円（前年同期は四半期純損失６

百万円）となりました。 

  

当第１四半期会計期間の総資産は、8,953百万円で前事業年度に比べ67百万円減少しました。この主

な要因は、仕掛品の増加195百万円があったものの、売掛金の減少134百万円及び預け金の減少150百万

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、3,710百万円で前事業年度に比べ19百万円増加しました。この主な

要因は、未払法人税等の減少126百万円があったものの、その他の流動負債の増加162百万円があったこ

とによります。 

当第１四半期会計期間の純資産は、5,242百万円で前事業年度に比べ87百万円減少しました。この主

な要因は、剰余金の配当99百万円などにより利益剰余金が88百万円減少したことによります。 

以上の結果、自己資本比率は58.6％となりました。 

  

平成25年3月期の業績見通しにつきましては、平成24年４月27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）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微

であります。 

  

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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 520,474 603,688

受取手形 577,758 455,597

売掛金 1,228,489 1,094,454

製品 29,609 27,626

仕掛品 1,843,043 2,038,747

原材料及び貯蔵品 260,807 274,331

預け金 2,950,000 2,800,000

その他 371,815 436,278

貸倒引当金 △31,500 △26,900

流動資産合計 7,750,497 7,703,824

固定資産   

有形固定資産 921,964 901,954

無形固定資産 35,087 35,684

投資その他の資産   

その他 423,296 421,788

貸倒引当金 △109,722 △109,722

投資その他の資産合計 313,574 312,065

固定資産合計 1,270,626 1,249,705

資産合計 9,021,124 8,953,529

負債の部   

流動負債   

支払手形 779,423 670,448

買掛金 214,095 228,673

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 137,966 11,279

前受金 1,282,426 1,361,218

賞与引当金 151,611 77,459

受注損失引当金 95,500 157,000

その他 201,623 363,890

流動負債合計 3,062,645 3,069,969

固定負債   

退職給付引当金 556,367 570,017

役員退職慰労引当金 59,661 63,783

その他 12,200 7,058

固定負債合計 628,229 640,858

負債合計 3,690,875 3,710,828
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24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 2,788,514 2,699,844

自己株式 △102,864 △102,864

株主資本合計 5,328,659 5,239,989

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,926 1,706

繰延ヘッジ損益 △336 1,005

評価・換算差額等合計 1,589 2,711

純資産合計 5,330,249 5,242,701

負債純資産合計 9,021,124 8,953,529
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 1,346,846 1,039,466

売上原価 1,078,965 810,246

売上総利益 267,880 229,220

販売費及び一般管理費 280,004 213,440

営業利益又は営業損失（△） △12,123 15,779

営業外収益   

受取利息 2,655 2,812

その他 945 1,093

営業外収益合計 3,600 3,905

営業外費用   

支払利息 932 808

固定資産除却損 1,617 －

その他 259 120

営業外費用合計 2,809 928

経常利益又は経常損失（△） △11,333 18,757

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △11,333 18,757

法人税等 △4,900 8,000

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,433 10,757
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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 1,337,600 6.9

繊維機械事業 54,736 171.6

合計 1,392,336 9.5

(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 1,249,743 △57.7 3,778,324 11.6

繊維機械事業 69,959 363.5 72,126 690.5

合計 1,319,702 △55.5 3,850,451 13.5

(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 984,707 △25.8

繊維機械事業 54,759 167.8

合計 1,039,466 △22.8

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 54,418 7.7 71,530 46.8

東アジア 607,142 86.4 40,799 26.7

中近東他 41,552 5.9 40,450 26.5

計
703,113
(52.2％)

100.0
152,780
(14.7％)

100.0
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