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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 3,751 △1.4 23 △91.9 38 △86.9 19 △85.9
24年3月期第3四半期 3,805 △3.3 285 13.5 292 14.4 138 △23.4

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3四半期 1.18 ―
24年3月期第3四半期 8.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 8,552 5,246 61.3
24年3月期 9,021 5,330 59.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,246百万円 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） 4.00 4.00

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、対前期増減率）

（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

通期 6,600 26.7 150 △67.1 150 △68.3 80 △65.2 4.83



(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（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」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（注記事項）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3Q 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3Q 609,623 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3Q 16,570,837 株 24年3月期3Q 16,871,267 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３四半期累計期間における日本経済は、2012年春をピークに後退局面に入っています。これは、

東日本大震災以降の復興需要の本格化とエコカー補助金など景気を牽引してきた内需の押し上げ効果が

一巡したこと、また、海外経済の減速を背景とした輸出の減少によるものと考えられます。中でも、最

大の輸出先である中国向け輸出の低迷が続き、その後の対日デモの悪影響、円高の継続もあり、製造業

を中心とした企業の生産活動、設備投資が抑制された状況となっています。 

 しかしながら、米国では「財政の崖」問題の悪影響から景気が一時的に下振れするリスクがあるもの

の、強力な金融緩和策、雇用環境の改善等による底堅い成長が見込まれます。また、減速傾向が続いて

いた中国では金融緩和・景気対策などの効果が出始めています。そして昨年11月からの円安進行が新政

権誕生後も加速していることから、今後海外経済の持ち直しを背景とする輸出の増加が見込まれます。

このような状況下、売上高は石油化学事業向け圧縮機の販売が増加したものの、部品等の売上が減少

したことにより前年同期比1.4％減の3,751百万円となりました。売上総利益は、競争激化による採算悪

化に伴い、前年同期比28.7％減の714百万円となりました。販売費及び一般管理費が、人件費等の減少

により前年同期比25百万円減少したものの、前述の売上総利益の減少を受け、営業利益は前年同期比

91.9％減の23百万円、経常利益は前年同期比86.9％減の38百万円、四半期純利益は前年同期比85.9％減

の19百万円となりました。 

  

①資産、負債、純資産の状況 

当第３四半期会計期間の総資産は、8,552百万円で前事業年度に比べ468百万円減少しました。この主

な要因は、仕掛品の増加348百万円があったものの、現金及び預金の減少144百万円及び預け金の減少

650百万円があったことによります。 

当第３四半期会計期間の負債は、3,306百万円で前事業年度に比べ384百万円減少しました。この主な

要因は、未払法人税等の減少134百万円及び前受金の減少246百万円があったことによります。 

当第３四半期会計期間の純資産は、5,246百万円で前事業年度に比べ84百万円減少しました。この主

な要因は、剰余金の配当99百万円があったことによります。 

以上の結果、自己資本比率は61.3％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10月24日に公表いたしました業績予想から変

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３四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、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３四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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 520,474 375,543

受取手形 577,758 600,474

売掛金 1,228,489 1,241,489

製品 29,609 19,950

仕掛品 1,843,043 2,191,796

原材料及び貯蔵品 260,807 245,556

預け金 2,950,000 2,300,000

その他 371,815 376,549

貸倒引当金 △31,500 △32,000

流動資産合計 7,750,497 7,319,359

固定資産   

有形固定資産 921,964 879,900

無形固定資産 35,087 41,163

投資その他の資産   

その他 423,296 311,735

貸倒引当金 △109,722 －

投資その他の資産合計 313,574 311,735

固定資産合計 1,270,626 1,232,798

資産合計 9,021,124 8,552,158

負債の部   

流動負債   

支払手形 779,423 652,923

買掛金 214,095 236,646

短期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 137,966 3,283

前受金 1,282,426 1,036,392

賞与引当金 151,611 77,679

受注損失引当金 95,500 172,200

その他 201,623 262,224

流動負債合計 3,062,645 2,641,349

固定負債   

退職給付引当金 556,367 588,504

役員退職慰労引当金 59,661 73,428

その他 12,200 2,757

固定負債合計 628,229 664,690

負債合計 3,690,875 3,306,039
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31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 2,708,570

自己株式 △102,864 △103,001

株主資本合計 5,328,659 5,248,577

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,926 3,940

繰延ヘッジ損益 △336 △6,399

評価・換算差額等合計 1,589 △2,458

純資産合計 5,330,249 5,246,119

負債純資産合計 9,021,124 8,552,158
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 3,805,968 3,751,750

売上原価 2,803,476 3,037,039

売上総利益 1,002,491 714,711

販売費及び一般管理費 716,814 691,529

営業利益 285,676 23,181

営業外収益   

受取利息 8,340 8,826

貸倒引当金戻入額 － 6,278

その他 3,785 3,126

営業外収益合計 12,125 18,231

営業外費用   

支払利息 2,656 2,329

その他 2,438 799

営業外費用合計 5,094 3,129

経常利益 292,708 38,283

税引前四半期純利益 292,708 38,283

法人税等 154,600 18,800

四半期純利益 138,108 19,483
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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３四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３四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) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四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 3,818,846 △20.7

繊維機械事業 143,619 81.4

合計 3,962,466 △19.1

(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 3,575,017 △34.8 3,485,338 △0.8

繊維機械事業 126,322 18.0 34,466 △20.6

合計 3,701,340 △33.8 3,519,805 △1.0

(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 3,602,967 △3.4

繊維機械事業 148,783 90.6

合計 3,751,750 △1.4

輸出先

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

東アジア 996,261 78.1 815,590 77.1

東南アジア 199,446 15.6 156,992 14.8

中近東他 80,260 6.3 85,324 8.1

計
1,275,968
(33.5％)

100.0
1,057,907
(28.2％)

100.0
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